
２０２０年 県立 
 １０ 月 
メール・FAX受付：9/1から 

電話受付：9/2から 

10・11・12月プログラム情報 

やしろの森冒険ひろば「森あそびを楽しもう」 
 ●日 時 10月25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 

子どもの冒険ひろば開設費等補助事業 

里山自然教室②「里山のキノコ」 
 

 ●日 時 10月25日（日） 

         13時30分～15時30分（雨天決行） 

 ●内 容 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。 

 ●講 師 藤堂 千景（活動スタッフ） 

 ●対 象 中学生以上  ●定 員 15名  

 ●参加費 300円（活動スタッフは200円）   

 ●持ち物   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 

自然体験③「四季を感じるふるさと体験 (秋) 」 
 

 ●日 時 10月10日（土）10時～12時30分（雨天決行） 

 ●内 容 実りの秋、やしろの森ではどんな実がなるのかな？ 

      森の自然観察とどんぐりを使ったクラフトをして、 

      秋を楽しもう。 

 ●講 師 泉 伸一（活動スタッフ） 

 ●  原体験教育研究会 

 ●対 象 小学1～4年生のお子様とそのファミリー 

            （小学生は保護者同伴） 

 ●定 員 20名 ●参加費 300円   

 ●持ち物   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⑳「昆虫の里整備」 
 

 ●日 時 10月10日（土）13時～15時（雨天中止） 

 ●内 容 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。  

 ●講 師 河内 猛夫・高木 龍博（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   汚れてもよい服装、水筒、帽子、 

      タオル、軍手、雨具など 

田畑体験③「稲刈り体験」 
 

 ●日 時 10月18日（日）10時～12時（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。 

 ●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 30人 ●参加費 300円   

 ●持ち物   長袖・長ズボン、水筒、 

      帽子、タオル、軍手、長靴など 

皆で一緒に気持ちの良い汗をかき、 

          豊かな自然を守ろう！ 

■日 時 10月11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 

■対象 どなたでも(小学生以下は保護者同伴) 

■定員 30名 ■参加費 100円 

■内容 ハクサイ定植、カンアオイ定植 

    アメリカザリガニ捕獲など 

※昼食はつきません 

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「青空の下の自由時間」 

 ●日 時 10月17日（土）9時30分～12時30分（雨天決行） 

 ●内 容 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！（記念缶バッチ付き）       

 ●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 

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「青空の下の自由時間」 

 ●日 時 10月10日（土）10時～13時（雨天決行） 

 ●内 容 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！（記念缶バッチ付き）       

 ●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 

自然観察会㉑「こんなところに帰化植物」 
 

 ●日 時 10月17日（土）10時～12時（小雨決行） 

 ●内 容 園内を散策して、帰化植物探しをしよう。帰化植物 

      がどこからきているのかな？どんな方法で渡ってき 

      ているのかな？楽しく学びましょう。  

 ●講 師 高田 要（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 400円   

 ●持ち物   汚れてもよい服装、水筒、帽子、 

      タオル、雨具など 

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、 

          豊かな自然を守ろう！ 

■日 時 10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 着替え、水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など 

■対象 どなたでも(小学生以下は保護者同伴)   

■定員 30名 ■参加費 100円 

■内容 池干し 

※昼食はつきません 

やしろの森冒険ひろば 

      「石器を作って古代の稲刈り体験をしよう」 
 

 ●日 時 10月4日（日）13時～16時（雨天決行） 

 ●内 容 本物と同じ素材「粘板岩(ねんばんがん)」を使って 

      石包丁づくりに挑戦しよう！石包丁をつかって、、古 

      代米を収穫するよ。 

 ●講 師 上田 健太郎（兵庫県立考古博物館 学芸員） 

 ●対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）  

 ●定 員 10組 ●材料費 一組500円   

 ●持ち物   水筒、帽子、タオル、 

      軍手、長靴など 



子どもの冒険ひろば開設費等補助事業 

田畑体験④「そばの刈り取り」 
 

 ●日 時 11月23日（月・祝）10時～12時（小雨決行） 

 ●内 容 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。 

 ●講 師 松下 公彦・大西 久義（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   水筒、帽子、 

      タオル、軍手、長靴、雨具など 

１１ 月 

メール・FAX受付：10/1から 

電話受付：10/2から 

里山を知ろう⑥「それゆけ！里山あそび隊！！秋」 
 

 ●日 時 11月21日（土）10時～12時30分（雨天決行） 

 ●内 容 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！      

 ●講 師 内橋 治美・春日 多津子（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   汚れてもよい服装、水筒、帽子、 

      タオル、軍手など 

事前に申し込んでね！ 

やしろの森冒険ひろば 

        「クリスマスクラフトをしよう」 
●日 時 11月22日（日）14時～17時（雨天決行） 

●内 容 自分だけのオリジナルクリスマスツリーをつくっ  

     て、クリスマスを楽しもう！サンタさんもあわてて 

     やってくるかも？ 

●対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴） 

●参加費 無料  ●定 員 5組 

●持ち物 水筒、帽子、軍手など 

自然観察会㉒「昆虫の里の整備」 
 

 ●日 時 11月7日（土）13時～15時（雨天中止） 

 ●内 容 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。      

 ●講 師 河内 猛夫・高木 龍博（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   汚れてもよい服装、水筒、帽子、 

      タオル、軍手、長靴など 

皆で一緒に気持ちの良い汗をかき、 

          豊かな自然を守ろう！ 

■日 時 11月8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 

■対象 どなたでも(小学生以下は保護者同伴)   

■定員 30名 ■参加費 100円 

■内容 小鳥の巣箱回収、アメリカザリガニ捕獲など 

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「青空の下の自由時間」 

 ●日 時 11月21日（土）9時30分～12時30分（雨天決行） 

 ●内 容 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！（缶バッチ付き）       

 ●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 

※昼食はつきません 

皆で一緒に気持ちの良い汗をかき、 

          豊かな自然を守ろう！ 

■日 時 11月22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 

■対象 どなたでも(小学生以下は保護者同伴)   

■定員 30名 ■参加費 100円 

■内容 小鳥の巣箱補修、玉ねぎ植付けなど 

※昼食はつきません 

コロナウィルス感染拡大防止のためのお約束 

２ｍ 

○密集、密接をさけよう。 

○手洗い、消毒、マスクをしよう。 

○人との距離が保てる場合は適宜マスクを外しましょう。 

○当日の体温測定健康チェック！ 

           体調が悪いときはお休みしよう。 

○サーモグラフィーによる検温を実施するので、 

  協力してね。 

○室内では大きな声で話さないように気を付けよう。 

○外ではおもいっきり元気よく。 

里山を知ろう⑦「教えてヤッシー！ 

             森の宝物～秋編～」 
 

 ●日 時 11月29日（日）10時～12時30分（雨天決行） 

 ●内 容 森を散策しながら、秋の宝物を見つけよう！ハチ 

      ミツ取れたらいいな♪巣箱をつくって森にミツバ 

      チを呼ぼう！      

 ●講 師 松下 公彦・春日 多津子（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   汚れてもよい服装、水筒、帽子、 

      タオル、軍手など 



１２ 月 

メール・FAX受付：11/1から 

電話受付：11/3から 

友の会限定プログラム 

         「糸のこをつかって干支づくり」 
 

 ●日 時 12月20日（日）10時～12時30分（雨天決行）  

 ●内 容 やしろの森でお正月準備！糸のこを使って来年の干支 

      「丑」のおきものをつくりましょう。  

    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！  

 ●  やしろの森活動スタッフ 

 ●対 象 令和2年度“友の会”会員およびその家族 

 ●定 員 15組 ●参加費 無料   

 ●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） 

自然観察会㉓「第二回 幼虫を育てよう」 
 

 ●日 時 12月12日（土）10時30分～12時30分 

                     （雨天決行） 

          3月（未定）      （雨天決行）      

 ●内 容 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。 
 ●講 師 河内 猛夫（活動スタッフ） 

 ●対 象 9/6「幼虫を育てよう」プログラム参加者       

 ●持ち物 育てている幼虫、観察日記、 

      観察写真（あれば） 、水筒、軍手など 

里山を知ろう⑧「ミニ門松づくり」 
 

 ●日 時 12月6日（日）10時～14時（雨天決行） 

 ●内 容 ミニ門松づくりでお正月準備！竹を切るところから 

      始めるよ。のこぎりやナタを上手につかって、親子 

      で協力♪素敵なミニ門松を完成させよう！     

 ●講 師 高木 龍博（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 8組 ●参加費 一組1000円   

 ●持ち物   門松に飾りたいもの(あれば)、 

      ※葉ボタン・南天・松はご用意します。 

      弁当、水筒、帽子、タオル、 

      軍手、長靴、雨具など 

皆で一緒に気持ちの良い汗をかき、 

          豊かな自然を守ろう！ 

■日 時 12月13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 

■対象 どなたでも(小学生以下は保護者同伴)   

■定員 30名 ■参加費 100円 

■内容 小鳥の巣箱掛け、アメリカザリガニ捕獲など 

※昼食はつきません 

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「青空の下の自由時間」 

 ●日 時 12月12日（土）10時～13時（雨天決行） 

 ●内 容 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！（缶バッチ付き）       

 ●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 

やしろの森冒険ひろば「落ち葉であそぼう」 
 ●日 時 12月20日（日）14時～17時（雨天決行） 

 ●内 容 落ち葉をあつめてトンネルづくり！落ち葉で   

      思いっきり遊ぼう！ 

 ●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 

子どもの冒険ひろば開設費等補助事業 

  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 

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」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２８日（月） 

   ～１月４日（月）は 

          休園日です。 

2021年のプログラムもお楽しみに！ 

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「青空の下の自由時間」 

 ●日 時 12月19日（土）9時30分～12時30分（雨天決行） 

 ●内 容 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！（缶バッチ付き）       

 ●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 

自然観察会㉔「昆虫の里の整備」 
 

 ●日 時 12月12日（土） 13時～15時（雨天中止） 

 ●内 容 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。      

 ●講 師 河内 猛夫・高木 龍博（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   汚れてもよい服装、水筒、帽子、 

      タオル、軍手、長靴など 



プログラムについて 

○ 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。 

 プログラム当日の注意点 

○ 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。 

■ お申し込み方法 

 お申し込み時の注意点 

 

受付開始日の午前０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。 

メールの場合  
 

ＦＡＸの場合  
 

受付開始日の午前９時～ 

・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。 

ＴＥＬの場合  

受付開始日の午前０時～ 

・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。 

 友の会 優先枠について 

○ 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等に写真の掲載を希望されない方 

 は、プログラム参加時に申し出てください。 

 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。キャンセルの連絡を頂け 

 ない場合は、次回のプログラム受付けを見合わさせて 

 頂く事があります。 

 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なった場合、   

  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。 

  

  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） 

【 】月曜日（祝日の場合はその翌日） 

           12月29日～1月3日 

コロナウィルス感染拡大防止のためのお約束 

２ｍ 

○密集、密接をさけよう。 

○手洗い、消毒、マスクをしよう。 

○人との距離が保てる場合は適宜マスクを外しましょう。 

○当日の体温測定健康チェック！ 

           体調が悪いときはお休みしよう。 

○サーモグラフィーによる検温を実施するので、協力してね。 

○室内では大きな声で話さないように気を付けよう。 

○外ではおもいっきり元気よく。 

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：１０月１日 

ＦＡＸ：１０月１日  

ＴＥＬ：１０月２日 

12月分受付開始日 

メール：１１月１日 

ＦＡＸ：１１月１日  

ＴＥＬ：１１月３日 


