県立
１０ 月

２０１８年

10・11・12月プログラム情報
子どもの冒険ひろば開設費等補助事業

メール・FAX受付：9/1から
電話受付：9/2から

やしろの森冒険ひろば「青空の下の自由時間」
●日 時
●内 容

自然観察会 25 「ヤブツルアズキの栽培とつる性豆図鑑」
●日 時
●内 容

10月7日（日）10時～12時30分（雨天決行）
ヤブツルアズキの収穫と野生のつる性豆図鑑づくりをする
よ。ＵＶレジンで豆のストラップづくりにも挑戦してみよ
う。
高田 要（活動スタッフ）
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
20名 ●参加費 400円（材料費込）
水筒、帽子、タオル、軍手、雨具など

●講 師
●対 象
●定 員
●持ち物

自然観察会 26 「やしろの森の貝を調べよう！」
●日 時
●内 容

●講 師
●サポート
●対 象
●定 員
●持ち物

10月8日（月・祝）10時～12時（雨天決行）
やしろの森にはどんな貝が暮らしているんだろう？調べて
みると意外と知らない貝のこと。園内の貝を一緒に調査し
てみよう。
尾内 良三・河内 猛夫（活動スタッフ）
黒田 宏一郎（活動スタッフ）
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
25名 ●参加費 300円
濡れても良い服装、着替え、長靴、水筒、
帽子、タオル、軍手、雨具など
※水路に入ります。

自然観察会 27 「昆虫座談会」
●日 時
●内 容

●講 師
●対 象
●定 員
●持ち物

10月13日（土）10時～12時（雨天決行）
昆虫観察・飼育のびっくり大発見のお披露目会♪育てた幼
虫の話をしながら、やしろの森での保全活動について語り
合おう。
河内 猛夫（活動スタッフ）
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
10名 ●参加費 100円
育てているクワガタ・カブトムシの
幼虫、成虫、標本など（あれば）

自然体験⑦「四季を感じるふるさと体験（秋）
」
●日 時
●内 容
●講 師
●サポート
●対 象
●定 員
●持ち物

10月13日（土）10時～12時30分（雨天決行）
森の自然観察とどんぐりを使ったクラフトで実りの秋を楽
しもう。美味しい秋の味覚も楽しみましょう。
泉 伸一（活動スタッフ）
原体験教育研究会
小学1～4年生のお子様と
そのファミリー（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、雨具など

自然観察会 28 「昆虫標本のあれこれ」
●日 時
●内 容
●講 師
●対 象
●定 員
●持ち物

10月13日（土）13時～15時（雨天決行）
標本作製・展示について考えよう。標本にするコツは？
みんなどんな虫を標本にしているの？
河内 猛夫（活動スタッフ）
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
10組 ●参加費 一組500円
昆虫の標本など

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 10月14日（日）[毎月第二日曜日]
９時30分～12時30分（雨天決行）

■内容

●対 象
●参加費
●持ち物

10月20日（土）9時30分～12時30分（雨天決行）
プレーリーダーが見守る中、自由な発想で思いっきり
遊ぼう！例えば…ザリガニ釣り、草すべり、森の探検
など何して遊ぶかはキミ次第！
どなたでも（小学生未満は保護者同伴）
無料
汚れてもよい服装、水筒、帽子など

田畑体験④「稲刈り体験」
●日 時 10月21日（日）10時～12時30分（雨天中止）
●内 容 稲刈りの基本は手刈り！刈った稲を稲木にかけて天日
干しにするよ。お昼はアイガモ米のおにぎりを味わい
ましょう。
●講 師 松下 公彦（活動スタッフ）
●対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
●定 員 100人 ●参加費 300円（おにぎり付）
●持ち物 長袖・長ズボン、弁当（おかず）
、水筒、帽子、
タオル、軍手、長靴など

自然観察会 29 「ザリガニハンターあつまれ！秋」
●日 時
●内 容
●講 師
●対 象
●定 員
●持ち物

10月21日（日）10時～12時（小雨決行）
湿地やため池に繁殖したアメリカザリガニを捕まえた
り、どんないきものが暮らしているかを調べるよ。
梶原 洋一（活動スタッフ）
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
20名 ●参加費 300円
濡れても良い服装（水着など）、着替え、
濡れてもよい靴、水筒、帽子、
タオル、軍手、雨具など

里山を知ろう⑨「新米を味わおう」

復活！

●日 時 10月27日（土）10時～13時（雨天決行）
●内 容 やしろの森の新米をかまどで炊いて味わいましょう。
火起こしを体験しながら、みんなで協力してお昼ご飯
をつくります。おかずは七輪で焼きましょう。
●講 師 北村 寿章（活動スタッフ）
●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、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！
■日 時 10月28日（日）[毎月第四日曜日]
９時30分～12時30分（雨天決行）

■内容

森も

■参加費 300円（昼食付） ■定 員 30名
■対象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
■持ち物 着替え、水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など

里山自然教室③「里山のキノコ」
●日 時
●内 容
●講 師
●対 象
●参加費
●持ち物

10月28日（日）13時30分～15時30分（雨天決行）
やしろの森には多様なキノコが見られます。特に秋は
キノコのシーズン。キノコについて学びましょう。
藤堂 千景（活動スタッフ）
中学生以上
●定 員 15名
300円（活動スタッフは200円）
キノコ採集用袋、汚れてもよい服装、
筆記用具、水筒、帽子、タオル、軍手など

ハクサイ定植など

■参加費 300円（昼食付） ■定 員 50名
■対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
■持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など

やしろの森冒険ひろば「森あそび！」

りの

日

日

池干しなど

子どもの冒険ひろば開設費等補助事業

森も

りの

●日 時 10月28日（日）14時～17時（雨天決行）
●内 容 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！
●対 象 どなたでも（小学生未満は保護者同伴）
●参加費 無料
●持ち物 汚れてもよい服装、水筒、帽子など

１１ 月

●ご注意ください●10月１日（月）は休園日のため、

メール・FAX受付：10/2から
電話受付：10/3から

１１月分のメール・ＦＡＸ受付は１０月２日（火）からとなります。

田畑体験⑤「そばの刈り取り」
●日
●内

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

りの

日

■日

時 11月11日（日）[毎月第二日曜日]
９時30分～12時30分（雨天決行）
■内容 収穫祭準備
■参加費
■対 象
■持ち物

300円（昼食付） ■定員 50名
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など

●講 師
●対 象
●定 員
●持ち物

●日
●内

やしろの森冒険ひろば
「青空の下の自由時間 収穫祭を盛り上げよう」
時
容

●対 象
●参加費
●持ち物

11月23日（金・祝）10時～13時（小雨決行）
そばの栽培に挑戦しましょう。１１月は「刈
り取り」と「はざかけ」です。作業の後は、
打ち立てのそばを試食しましょう。
松下 公彦・大西 久義（活動スタッフ）
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
20名 ●参加費 400円（試食付）
弁当（おにぎり）
、水筒、帽子、
タオル、軍手、長靴、雨具など

里山を知ろう⑩「教えてヤッシー！
森の宝物～秋編～」

子どもの冒険ひろば開設費等補助事業

●日
●内

時
容

時
容

●講 師
●対 象
●定 員
●持ち物

11月17日（土）9時30分～12時30分（雨天決行）
収穫祭前日のこの日は、冒険ひろばもお手伝い！
収穫祭を盛り上げてくれる子どもスタッフ
募集中！
どなたでも（小学生未満は保護者同伴）
無料
汚れてもよい服装、水筒、帽子など

11月24日（土）10時～15時30分（雨天決行）
ヤッシーからお宝のヒントをもらって、里山
の秋を楽しもう！恒例の巨大ミノムシ体験も
するよ♪一緒に秋の里山をお散歩しよう♪
松下 公彦・春日 多津子（活動スタッフ）
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
25名 ●参加費 500円（昼食付）
水筒、帽子、タオル、
軍手、雨具など

今年は

１１月１８日（日）

収 穫 祭
00 15

森も

りの

日

■日

やしろの森の

10

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！

00

時 11月25日（日）[毎月第四日曜日]
９時30分～12時30分（雨天決行）
■内容 タマネギの植付けなど
■参加費
■対 象
■持ち物

300円（昼食付） ■定員 50名
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
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「わらべうたと昔あそび」
●日
●内
詳細は１０月上旬ごろ
ホームページで紹介します。

時
容

●対 象
●参加費
●持ち物

里山の貴重な自然や文化を後世に残すため、ボランティア
スタッフである“活動スタッフ”が中心となり、県民総参加
の森づくりに取り組んでいます。
主な活動内容
●「森もりの日」での森林整備、湿地整備、田畑作業
●プログラムの企画・運営・補助
●プログラム運営のための研修（観察会、ベーコンづくり、木工など）
●子どもたちの環境学習のサポート

11月25日（日）14時～17時（雨天決行）
昔遊び・伝承遊びを秋の里山で遊びつくそう！
あそびの伝承師の木村さんに教わろう！
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

興味・関心のある方は…
①事務局までお問い合わせor
②「里山保全ボランティア体験（昼食付！）
」に参加
する！※活動スタッフ以外の方も気軽にご参加い
ただけます♪
お問い合わせ・お申し込みは…

やしろの森公園協会事務局まで
〒673-1414 兵庫県加東市上久米1081-3
ＴＥＬ：（0795）44-1510
ＭＡＩＬ：irori@ddknet.ne.jp

１２ 月

３回シリーズ

自然観察会 30 「第二回

メール・FAX受付：11/1から
電話受付：11/2から
里山を知ろう⑪「ヤブツルアズキの栽培と
お汁粉食べくらべ」
●日
●内

時
容

●講 師
●対 象
●定 員
●持ち物

12月1日（土）10時～12時30分（雨天決行）
アズキとヤブツルアズキ（アズキの原種）を使っ
てお汁粉をつくって食べ比べをしてみよう。豆の
脱粒作業や科学工作もするよ。
高田 要（活動スタッフ）
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
20名 ●参加費 400円（お汁粉付）
水筒、帽子、タオル、軍手など

時
容

●講
●対

師
象

●定 員
●持ち物

■内容

時
容

やしろの森活動スタッフ
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
20名 ●参加費 500円（昼食付）
水筒、帽子、タオル、軍手、雨具など

時
容

12月22日（土）10時～13時（雨天中止）
毎年恒例行事！ダッチオーブンで丸どりを焼いて
クリスマスの準備をしましょう。上手に焼けるか
な？
松下 公彦（活動スタッフ）
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
7組 ●参加費 一組2500円（材料費込）
水筒、帽子、タオル、軍手など

日

12月15日（土）9時30分～12時30分（雨天決行）
プレーリーダーが見守る中、自由な発想で思いっきり遊
ぼう！例えば…ザリガニ釣り、草すべり、森の探検など
何して遊ぶかはキミ次第！
どなたでも（小学生未満は保護者同伴）
無料
汚れてもよい服装、水筒、帽子など

12月15日（土）10時～12時（雨天中止）
古くなったホダ木の整理をして、昆虫の産卵場所
を整えよう。ホダ木の中にはどんな虫が暮らして
いるかも観察しよう。
河内 猛夫・高木 龍博（活動スタッフ）
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

自然観察会 29 「小鳥たちのふるさとをつくろう
～小鳥の巣箱・えさ台・水飲み場をつくろう～」
●日
●内

●サポート
●対 象
●定 員
●持ち物

12月16日（日）10時～15時（雨天決行）
高校生のみなさんと里山で楽しく遊びましょう！
※詳細は決まり次第、HPにてお知らせします。

りの

自然観察会 28 「昆虫の里の整備」

●講 師
●対 象
●定 員
●持ち物

時
容

森も

やしろの森冒険ひろば「青空の下の自由時間」

時
容

河内 猛夫（活動スタッフ）
9/8「幼虫を育てよう」プログラム参加者
育てている幼虫、観察日記、
観察写真（あれば）、水筒、軍手など

●講 師
●対 象
●定 員
●持ち物

子どもの冒険ひろば開設費等補助事業

●日
●内

●講 師
●対 象
●持ち物

●日
●内

巣箱掛け、ダイコン・カブ収穫など

●対 象
●参加費
●持ち物

容

12月15日（土） 13時～15時（雨天決行）
3月（未定）
（雨天決行）
クワガタの幼虫の飼育に挑戦しよう！夏から育て
ているクワガタの観察や、飼育方法の意見交換会
をしましょう。

里山を知ろう⑭「森のローストチキン」

内橋 治美・春日 多津子（活動スタッフ）
小学３年生以下のお子様と
そのファミリー（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、軍手など

■参加費 300円（昼食付） ■定員 50名
■対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
■持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など

●日 時
●内 容

●内

●日
●内

12月2日（日）10時～12時30分（小雨決行）
里山の秋探しやクラフトなど里山の秋の恵みを思
いっきり満喫しよう！どんぐりのホットケーキに
も挑戦するよ。

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 12月9日（日）[毎月第二日曜日]
９時30分～12時30分（雨天決行）

時

里山を知ろう⑬「もりのようちえん」

里山を知ろう⑫「それゆけ！里山あそび隊！！」
●日
●内

●日

幼虫を育てよう」

12月15日（土）10時～15時（雨天決行）
みのりの広場周辺に小鳥の憩いの場をつくろう！
巣箱の材料は森の間伐材！森も小鳥たちも元気に
暮らせる森づくりに挑戦しよう。

●講 師 村上 亮（活動スタッフ）
●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 弁当、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！
■日 時 12月23日（日）[毎月第四日曜日]
９時30分～12時30分（雨天決行）

■内容

森も

りの

日

母屋のそうじ、お疲れさま会など

■参加費 300円（昼食付） ■定員 50名
■対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
■持ち物 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「落ち葉あそび」
●日
●内

時
容

●対 象
●参加費
●持ち物

12月23日（日）14時～17時（雨天決行）
寒いからこそ、心も体もあったかく！落ち葉を集
めてトンネルをつくって遊ぼう。
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

友の会限定プログラム
「年忘れ 餅つき大会♪
～あったか鍋でクリスマスパーティー～」
●日
●内

時
容

12月24日（月・祝）10時～14時（雨天決行）
やしろの森で収穫したもち米を使って、みんなで
正月用のおもちをつきましょう！ついたお餅で、
昼食づくりもするよ♪
友の会の皆さん、この機会にやしろの森公園で楽しい
一日を過ごして、交流を深めましょう！

●サポート やしろの森活動スタッフ
●対 象 Ｈ30年度“友の会”会員およびその家族
●定 員 15組 ●参加費 無料（昼食付）
●持ち物 水筒、タオルなど
◎友の会（年会費2000円）会員登録は
随時受付しております。
（当日可）

プログラムについて
■ お申し込み方法

10月分受付開始日
メール：９月１日
ＦＡＸ：９月１日
ＴＥＬ：９月２日

11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：１０月２日
ＦＡＸ：１０月２日
ＴＥＬ：１０月３日

12月分受付開始日
メール：１１月１日
ＦＡＸ：１１月１日
ＴＥＬ：１１月２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。
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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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