県立

２０１７年

４・５・６月プログラム情報

４ 月
メール・FAX受付：３/1から
電話受付：3/2から

自然観察会④「タッチプールで触って学ぼう
～ザリガニ・カニ編～」

里山を知ろう①「白神酵母でピザづくり」
●日 時
●講 師
●内 容

4月2日（日）10時～12時（雨天決行）
柴田 奈美（活動スタッフ）
白神酵母の生地とよつ葉のチーズと有機野菜のピザづく
り。コーンスープ付きで、新緑の里山で軽めのランチを
しませんか。ピザはどんぐり窯で焼くよ。
●対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
●定 員 5組 ●参加費 一組2500円（材料費込）
●持ち物 エプロン、三角巾、ふきん２枚
水筒、帽子など

自然観察会①「愛する孫よ、
これがじいじのクワガタだ！①」
●日 時
●講 師
●内 容
●対 象
●定 員
●参加費
●持ち物

自然観察会②「育てている幼虫の発表会」
●日 時
●講 師
●内 容

4月8日（土）13時～15時（雨天決行）
河内 猛夫（活動スタッフ）
育てている幼虫の発表会をするよ。カブトムシやクワガタ
の飼育方法の意見交換会をして、元気な成虫に育てよう！
●対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
●定 員 20名 ●参加費 100円
●持ち物 観察日記、観察写真（あれば）、
水筒、軍手など

■内容

4月16日（日）10時～12時30分（雨天決行）
小倉 滋（活動スタッフ）
ザリガニやカニの生態を知って博士になろう。サワガニ・
モズクガニって知ってるかな？
●対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
●定 員 25名 ●参加費 300円
●持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、雨具など

自然観察会⑤「クワガタの幼虫を育てよう①」
●日 時
●講 師
●内 容

4月8日（土） 10時～12時（雨天決行）
6月18日（日）13時～15時（雨天決行）
河内 猛夫（活動スタッフ）
クワガタの育て方を丁寧に指導します！お孫さんのために
自宅でクワガタを育ててみませんか？
2回とも参加可能な方・お孫さんにクワガタをプレゼント
したい方
3名
※幼虫の生育により変更する場合があります。
1200円（2回分・材料費込）
筆記用具、水筒、軍手など
※幼虫、マット、容器はこちらで用意します。

皆で一緒に気持ちの良い汗をかき、
美味しいお昼を食べましょう！
■日 時 4月9日（日）[毎月第二日曜日]
９時30分～12時30分（雨天決行）
■持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など
■参加費 300円（昼食付） ■対象 どなたでも

●日 時
●講 師
●内 容

森も

りの

日

トウモロコシ種まき、階段補修など

●対 象
●定 員
●参加費
●持ち物

4月16日（日）13時30分～15時30分（雨天決行）
6月24日（土）13時30分～15時30分（雨天決行）
河内 猛夫（活動スタッフ）
クワガタの幼虫の飼育に挑戦しよう！小さな幼虫から育
てます。大切に育てながら、じっくり観察しよう。
2回とも参加可能な方
4組
※幼虫の生育により変更する場合があります。
一組1200円（2回分・材料費込）
筆記用具、水筒、軍手など
※幼虫、マット、容器はこちらで用意します。

自然体験①「四季を感じるふるさと体験（春）
」
●日 時
●講 師
●サポート
●内 容

4月22日（土）10時～12時30分（雨天決行）
泉 伸一（活動スタッフ）
原体験教育研究会
公園を歩いて、色んな植物をつかった笛づくりに挑戦！
野草の天ぷらを味わって、やしろの森の春を楽しもう。
●対 象 小学1～4年生のお子様と
そのファミリー（保護者同伴）
●定 員 20名 ●参加費 300円
●持ち物 弁当、水筒、帽子、タオル、軍手、雨具など

皆で一緒に気持ちの良い汗をかき、
美味しいお昼を食べましょう！
■日 時 4月23日（日）[毎月第四日曜日]
９時30分～12時30分（雨天決行）
■持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など
■参加費 300円（昼食付） ■対象 どなたでも

■内容

森も

りの

日

昆虫の里整備、サトイモ定植など

子どもの冒険ひろば開設費等補助事業
４月の冒険ひろばは事前に申し込んでね！

自然観察会③「スミレを探そう」
●日 時
●講 師
●内 容

4月15日（土）10時～12時（小雨決行）
高田 要（活動スタッフ）
春の園内を散策しながら、色々なスミレを探しましょう。
一部採取して、食べたりもします。里山の生きもの・里山
での自然体験が、理科の面白さを教えてくれる！
●対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
●定 員 20名 ●参加費 300円
●持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、雨具など

里山を知ろう②「それゆけ！里山あそび隊！！」
●日 時
●講 師
●内 容

4月15日（土）10時～12時30分（小雨決行）
内橋 治美・春日 多津子（活動スタッフ）
春の恵みを満喫しながら、ぽかぽかの春の里山で思いっき
り遊ぼう！山菜摘みもするよ♪
●対 象 小学3年生以下のお子様と
そのファミリー（保護者同伴）
●定 員 20名 ●参加費 300円（おやつ付）
●持ち物 汚れてもよい服装、水筒、軍手など

やしろの森冒険ひろば「こいのぼりづくり」
●日 時
●内 容

●対 象
●定 員
●持ち物

4月23日（日）14時～17時（雨天決行）
地元柴崎物産さんと一緒に、加東市の伝統工芸“播磨
鯉”の型染め体験！できたこいのぼりは持ち帰って、
端午の節句を祝いましょう。
どなたでも（小学生未満は保護者同伴）
20名 ●参加費 300円（材料費込）
汚れてもよい服装、水筒、帽子など

里山を知ろう③「教えてヤッシー！
森の宝物～春編～」
●日 時
●講 師
●内 容

4月30日（日）10時～15時（雨天決行）
松下 公彦・春日 多津子（活動スタッフ）
ヤッシーからのヒントをもらって、ピクニックに出かけ
よう！お昼は美味しい春の食材♪
●対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
●定 員 25名 ●参加費 500円（昼食付）
●持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、雨具など
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５月
メール・FAX受付：4/1から
電話受付：4/2から
５月

ゴールデン
ウィーク

も

やしろの森

公園 へ！

３日（祝・水）

G.W.特別プログラム①
「森の実りのクラフトと缶バッチづくり」
●日 時
●内 容
●参加費

5月3日（祝・水）10時～14時（雨天決行）
小枝や木の実で自由に工作をしよう！
クラフト無料、缶バッチづくり50円

G.W.特別プログラム②
「里山で野点！新緑とお抹茶でまったりする会」
●日 時 5月3日（祝・水）10時～売り切れゴメン！（雨天決行）
●内 容 ポカポカ春の里山でお抹茶とお菓子を味わおう。
●料 金 抹茶とお菓子セットで300円

５月

４日（祝・木）

G.W.特別プログラム③「森の実りのクラフト」
●日 時
●内 容
●参加費

5月４日（祝・木）10時～14時（雨天決行）
小枝や木の実で自由に工作をしよう！
無料

うれしの春のフェスティバルに出店！
「缶バッチづくりとポン菓子」
●日 時 5月４日（祝・木）10時～15時（雨天決行）
●内 容 缶バッチづくりとポン菓子
●参加費 缶バッチづくり50円、ポン菓子50円
※場所：嬉野台生涯教育センター
※問合：実行委員会事務局（0795）44-0714

５月

５日（祝・金）

G.W.特別プログラム④
「森の実りのクラフトと缶バッチづくり」
●日 時
●内 容
●参加費

5月5日（祝・金）10時～14時（雨天決行）
小枝や木の実で自由に工作をしよう！
クラフト無料、缶バッチづくり50円

「森の窯焼きピザ屋さん」
●日 時
●内 容
●料 金

5月5日（祝・金）
11時～売り切れゴメン！（雨天決行）
公園の石窯で焼いた焼きたてピザ！
ミニピザ100円

第１回「新緑の里山でバードウォッチング」
●日
●講
●内

５月は
野鳥観察の
ベストシーズン

時
師
容

5月20日（土）10時～12時30分（雨天決行）
村上 亮（活動スタッフ）
センサーカメラでとらえた動物の写真や、園内に
残された動物たちのフィールドサインから分かる
やしろの森の動物の暮らし。バードウォッチング
のイロハも教わりながら、観察会を楽しみましょ
う。里山初心者さん歓迎！
●対 象 高校生以上 ●定 員 15名
●参加費 300円（活動スタッフは200円）
●持ち物 汚れてもよい服装、筆記用具、
双眼鏡（あれば）
、水筒、
帽子、タオル、軍手など

自然観察会⑥「タッチプールで触って学ぼう～魚編～」
●日
●講
●内

時
師
容

5月21日（日）10時～12時30分（雨天決行）
小倉 滋（活動スタッフ）
魚の事を学んで、魚博士になろう。絶滅危惧種っ
てどんなこと？どんな魚が池の中には暮らしてい
るのかな？君はドジョウのすごさを知ってるかな？
●対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
●定 員 25名 ●参加費 300円
●持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、雨具など

自然観察会⑦「ホダ木の整理をしよう」
●日

時

●講
●内

師
容

●対 象
●定 員
●持ち物

5月21日（日）
13時30分～15時30分（雨天中止）
河内 猛夫（活動スタッフ）
古くなったホダ木を整理して、昆虫の産卵場所の
整備をしよう。ホダ木にはどんな虫が暮らしてい
るのかな？
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
20名 ●参加費 300円
汚れてもよい服装、水筒、帽子、
タオル、軍手、長靴など

里山を知ろう⑤「葉っぱを探そう～播磨のかしわ餅編～」
●日
●講
●内

時
師
容

●対 象
●定 員
●持ち物

5月27日（土）10時～13時（小雨決行）
高瀬 清美（活動スタッフ）
ネイチャーゲームで楽しく葉っぱ探し♪見つけた
葉っぱをつかって播磨のかしわ餅を完成させよう。
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
15名 ●参加費 300円（材料費込）
エプロン、三角巾、
ふきん、水筒、帽子など

里山を知ろう④「バームクーヘンづくり」
●日
●講
●内

時
師
容

●対 象
●定 員
●持ち物

5月7日（日）10時～12時30分（小雨決行）
赤木 里実・海藤 智子（活動スタッフ）
親子でバームクーヘンづくりに挑戦しましょう。
家族で力を合わせて、上手に完成させよう！
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
6組 ●参加費 一組1000円（材料費込）
エプロン、三角巾、水筒、帽子、
タオル、軍手など

皆で一緒に気持ちの良い汗をかき、
美味しいお昼を食べましょう！
森も
■日 時 5月28日（日）[毎月第四日曜日]
りの
日
９時30分～12時30分（雨天決行）
■持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など
■参加費 300円（昼食付） ■対象 どなたでも

■内容

ショウガ・サツマイモの定植など

子どもの冒険ひろば開設費等補助事業
皆で一緒に気持ちの良い汗をかき、
美味しいお昼を食べましょう！
森も
■日 時 5月14日（日）[毎月第二日曜日]
りの
日
９時30分～12時30分（雨天決行）
■持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など
■参加費 300円（昼食付） ■対象 どなたでも

■内容

トウモロコシ定植・サツマイモ苗床準備

やしろの森冒険ひろば「もりあそび！」
●日
●内

時
容

●対 象
●参加費
●持ち物

5月28日（日）14時～16時（雨天決行）
ゆらゆらハンモック、ハラハラつなわたり、
ドキドキ木のぼりを楽しもうっ！
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
無料
水筒、帽子、軍手、動きやすい服装など

６月
メール・FAX受付：5/2から
電話受付：5/3から
自然観察会⑧「ササユリの咲く森を歩く」
●日
●講
●内

時
師
容

●対 象
●定 員
●持ち物

6月3日（土）10時～12時（雨天決行）
梶原 洋一（活動スタッフ）
初夏のやしろの森にはササユリが咲きます。他に
も色んな野草も花を咲かせます。森を散策して、
野の花を観察しましょう。
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
20名 ●参加費 200円
筆記用具、水筒、帽子、
タオル、軍手など

「大人の木工クラフト教室 第二弾！
高級材と高度な工作技術で上質な工作物を完成させよう
～こだわりのマイ箸づくり～」
●日
●講
●内

時
師
容

●対 象
●定 員
●持ち物

6月3日（土）10時～13時（雨天決行）
内山 利晶（活動スタッフ）
ワンランク上の工作技術を身につけて、物づくり
を楽しみましょう。今回はマイ箸をつくります。
つくったお箸を自慢しながらランチを楽しみます。
高校生以上
20名 ●参加費 1000円（昼食付）
小刀・やすり（あれば）
、水筒、
帽子、タオル、軍手など

■６月４日（日）

自然観察会⑪「愛する孫よ、
これがじいじのクワガタだ！②」
●日
●講
●内

時
師
容

●対

象

●持ち物

自然観察会⑫「蝶やトンボを採集し触って学ぼう」
●日
●講
●内

時
師
容

●対 象
●定 員
●持ち物

Ｉｎ

やしろの森公園

6月24日（土）10時～12時30分（雨天中止）
小倉 滋（活動スタッフ）
蝶やトンボを君は触れるかな？アゲハ蝶とタテハ
蝶の違いって？シジミチョウ・セセリチョウって
どんな蝶？トンボにはどんな種類がいるのかな？
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
25名 ●参加費 300円
虫とり網、虫かご、水筒、帽子、
タオル、軍手など

自然観察会⑬「クワガタの幼虫を育てよう②」
●日

時

●講
●内

師
容

●対

象

※詳しくは

北播磨青少年本部事務局まで
TEL：（0795）42-9353

6月18日（日）13時～15時（雨天決行）
河内 猛夫（活動スタッフ）
クワガタの育て方を丁寧に指導します！お孫さん
のために自宅でクワガタを育ててみませんか？
4/8（土）
「愛する孫よ、これがじいじのクワ
ガタだ！①」に参加された方
筆記用具、育てている幼虫、観察日記、
観察写真、水筒、軍手など

●持ち物

6月24日（土）
13時30分～15時30分（雨天決行）
河内 猛夫（活動スタッフ）
クワガタ・カブトムシの幼虫の飼育に挑戦しよう。
小さな幼虫から育てて、じっくり観察しよう。
4/16（日）
「クワガタの幼虫を育てよう①」
に参加された方
育てている幼虫、観察日記、
観察写真、水筒、軍手など

主催：北播磨青少年本部・やしろの森公園協会

田畑体験①「田植え体験」
●日
●講
●内

時
師
容

●対 象
●定 員
●持ち物

6月10日（土）10時～12時30分（雨天決行）
松下 公彦（活動スタッフ）
やしろの森で田舎暮らし体験。田んぼに入って素
足で手植え！お昼は、やしろの森産“アイガモ
米”のおにぎりを食べるよ。
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
100名 ●参加費 300円（おにぎり付）
弁当（おにぎりのおかず）
、着替え、
水筒、帽子、タオル、雨具など

自然観察会⑨「ダンゴムシのひみつをさぐる」
●日
●講
●内

時
師
容

6月18日（日）10時～12時（小雨決行）
高田 要（活動スタッフ）
身近にいるダンゴムシをつかまえて、レースや
迷路をつくってあそぼう！ダンゴムシには不思議
がいっぱい！
●対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
●定 員 20名 ●参加費 300円
●持ち物 水筒、帽子、タオル、
軍手、雨具など

森も
皆で一緒に気持ちの良い汗をかき、
りの
日
美味しいお昼を食べましょう！
■日 時 6月25日（日）[毎月第四日曜日]
９時30分～12時30分（雨天決行）
■持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など
■参加費 300円（昼食付）
■対象 どなたでも

■内容

サワオグルマ保全・ジャガイモ収穫など

自然観察会⑭「初夏のキノコ観察をしよう」
●日

時

●講
●内

師
容

●対 象
●定 員
●持ち物

自然観察会⑩「幼虫の蛹化の準備をしよう」
●日
●講
●内

時
師
容

●対 象
●定 員
●持ち物

6月18日（日）10時～12時（雨天決行）
河内 猛夫（活動スタッフ）
人工蛹室をつくって幼虫の羽化観察ができるよう
に準備をしよう。
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
20名 ●参加費 300円
育てている幼虫、
観察日記・観察写真（あれば）
、
水筒、軍手など

6月25日（日）
13時30分～15時30分（雨天決行）
藤堂 千景（活動スタッフ）
初夏のやしろの森公園を散策しながらキノコを探
しましょう。皆で採取したキノコを同定して、楽
しく学びます。
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
30名 ●参加費 300円
キノコを入れる袋やかご、水筒、帽子、
タオル、軍手、長靴、雨具など

子どもの冒険ひろば開設費等補助事業

やしろの森冒険ひろば「自由な発想であそぼう！」
●日
●内

時
容

●対 象
●参加費
●持ち物

6月25日（日）14時～16時（雨天決行）
あそびの道具は、空き箱や木切れ、チョークに手押
し車などなど。どうやってあそぶかはキミしだい！
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
無料
水筒、帽子、軍手、動きやすい服装など

プログラムについて
■ お申し込み方法

４月分受付開始日
メール：３月１日
ＦＡＸ：３月１日
ＴＥＬ：３月２日

５月分受付開始日

メールの場合

ＦＡＸの場合

Ｔ Ｅ Ｌの場合

受付開始日の午前０時～

受付開始日の午前０時～

受付開始日の午前９時～

・先着順
・定員の３分の１まで
・ホームページ内の専用
フォームよりお申し込み
ください。

・先着順
・定員の３分の１まで
・ＦＡＸで返信しますの
で、ＦＡＸ番号を忘れず
にご記入ください。

・先着順
・定員の３分の１まで
・メール、ＦＡＸと受付の
開始日が異なりますの
で、ご注意ください。

お申し込み時の注意点
○ 参加される方全員の①お名前②年齢③性別④お電話番号
⑤ご住所（○○市まで）をお伝えください。
○ 小学生以下のお子様は保護者の方の付き添いをお願い
しています。保護者の方もご一緒にお申し込み頂き、
プログラムにご参加ください。
○ 対象には、年齢制限を設けている場合があります。

雨天時の対応について
○ 天候等の理由で当日プログラムが中止と決定した場合、
1時間前までに、参加者全員に電話連絡をいたします。
それ以外の場合はこちらから連絡はいたしませんので、
ご了承ください。

メール：４月１日
ＦＡＸ：４月１日
ＴＥＬ：４月２日

６月分受付開始日
メール：５月２日
ＦＡＸ：５月２日
ＴＥＬ：５月３日

プログラムのキャンセルについて
○ キャンセル待ちの方がおられます。準備物等にも影響
が出ますので、キャンセルされる場合は、できるだけ
早目に、必ずご連絡下さい。キャンセルの連絡が無い
場合など、次回のプログラム受付けを見合わさせてい
ただく事があります。

友の会 優先枠について
○ 各プログラムに友の会の優先枠を若干数用意しています。
友の会枠も先着順ですので受付できない場合もあります。

プログラム当日の注意点
みなさんといっしょに作る楽しいプログラムになるよう、マナー順守にご協力ください。
○ 当日は開始時刻 10 分前から母屋前で受付いたします。プログラムの進行に支障が出ないように、
開始時刻に遅れそうな場合は、必ずご連絡下さい。
○ 森遊びや田畑作業に適した服装で、お越しください。
○ 当公園の広報誌やＨＰ等に写真を掲載されては困るという方は、プログラム参加時に申し
出てください。

里
山
を
体
感
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

プログラム参加のお申し込み・お問い合わせは…

やしろの森公園協会 事務局
〒673-1414 兵庫県加東市上久米1081-3
TEL 0795-44-1510 FAX 0795-44-1512
E-mail hotaru@ddknet.ne.jp
URL
http://www.ddknet.ne.jp/~satoyama/
【開園時間】9時～17時（入園料、駐車料は無料）
【休 園 日】月曜日（祝日の場合はその翌日）
12月29日～1月3日
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