
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「森あそびを楽しもう」 
 ●日 時 10月24日（日）14時～17時（雨天決行） 
                ※雨天時一部内容変更して実施 

 ●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 

自然観察会㉓「昆虫の里整備」 
 

 ●日 時 10月9日（土）13時30分～15時30分（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 

田畑体験③「稲刈り体験」 
 

 ●日 時 10月17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。もち米３合お土産付！ 

 ●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 

自然観察会㉒「湿原調査に参加しよう！」 
 

 ●日 時 10月3日（日）10時～12時30分（小雨決行） 

 ●内 容 コドラート法（方形区法）による湿原調査を始めます。 

      やしろの森にはどんな植物がいるのかな？どうやって守る？ 

      尾内さんと一緒に考えよう。 

 ●講 師 尾内 良三（活動スタッフ） 

 ●対 象 小学生以上（小学生は保護者同伴） 

 ●定 員 20名 ●参加費 300円 

 ●持ち物   筆記用具、長袖・長ズボン、水筒、 

      帽子、タオル、 軍手、長靴など 

Green Gift 地球元気プログラム助成事業 

皆で一緒に気持ちの良い汗をかき、 

       豊かな里山の自然を守ろう！ 

■日 時 10月10日（日）９時30分～12時（雨天決行） 

■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 

     班に分かれて整備します。 

■参加費 100円 ■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 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、 

       豊かな里山の自然を守ろう！ 

■日 時 10月24日（日）９時30分～12時（雨天決行） 

■内 容 池干し 

■参加費 300円 ■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 

県立 

里山を知ろう⑨「フィンガーペイント」 
 

 ●日 時 10月31日（日）10時～12時（雨天決行） 

 ●内 容 指で描くフィンガーペイント！のびのびと思いっきり 

      自分を表現してみよう。体が筆になっちゃうよ！ 

 ●講 師 柴田 奈美（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 4組 ●参加費 一組1500円   

 ●持ち物   汚れても良い服装、着替え、手拭き、 

      水筒、帽子など 

１０月 
メール・FAX受付：9/1から 

電話受付：9/2から 

自然観察会㉕「秋のキノコを観察しよう」 
 

 ●日 時 10月17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 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   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 

自然観察会㉔「森の科学あそび ヤジロベエであそぼう！」 
 

 ●日 時 10月16日（土）10時～12時30分（小雨決行） 

 ●内 容 植物にも昆虫にも暮らしの中にも「ヤジロベエ」がみられ 

      ます…！ヤジロベエって何？ヤジロベエをつくって遊びな 

      がら学ぼう。  

 ●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 

里山を知ろう⑧「親子でつくろうカンナでおはしづくり  

   ～かつおさんと「木育」 「森育」 初級編～」 
 

 ●日 時 10月3日（日）13時30分～15時30分（小雨決行） 

 ●内 容 公園の間伐材をつかって、おはしづくり。治具を使用して、 

      カンナで削ります。森林整備も行います。おはしづくりを通 

      して「森育」「木育」を体験しよう。 

 ●講 師 礒野 慶生（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名 ●参加費 400円 

 ●持ち物   水筒、帽子、タオル、軍手、長靴など 

mini²収穫祭①「焼き芋を極める」 
 

 ●日 時 10月30日（土）10時～12時30分（小雨決行） 

 ●内 容 秋の深まりにたき火で美味しい焼いもをつくろう！火加減、 

      水加減に気を付けて蜜のでるトロトロの状態を目指そう！ 

 ●講 師 樋口 久哉（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 7組 ●参加費 一組800円   

 ●持ち物   水筒、帽子、タオル、軍手など 

2021 

10・11・12月プログラム情報 

自然観察会㉖「ザリガニハンター集まれ！」 
 

 ●日 時 10月23日（土）10時～12時（小雨決行） 

 ●内 容 湿地やため池に繁殖したアメリカザリガニを捕まえよう！ 

      ザリガニの習性を学んで捕まえてみよう。ハンターバッチ 

      もらえるかも！？ 

 ●講 師 梶原 洋一（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 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 

自然体験③「四季を感じるふるさと体験 (秋) 」 
 

 ●日 時 10月9日（土）10時～12時30分（雨天決行） 

 ●内 容 実りの秋、やしろの森にはどんな実がなるのかな？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 

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16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！       

 ●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 

１１ 月 

メール・FAX受付：10/1から 

電話受付：10/2から 

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28日（日）14時～17時（雨天決行） 

●内 容 自分だけのオリジナルミニ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 8組 

●持ち物 水筒、帽子、軍手など 

自然観察会㉗「昆虫の里の整備」 
 

 ●日 時 11月13日（土） 

         13時30分～15時30分（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14日（日） ９時30分～12時（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、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20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！      

 ●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 

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28日（日） ９時30分～12時（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 湿地整備、玉ねぎ植付けなど 

里山を知ろう⑩「教えてヤッシー！ 

             森の宝物～秋編～」 
 

 ●日 時 11月23日（火・祝） 

           10時～12時30分（雨天決行） 

 ●内 容 秋のやしろの森をおさんぽして、 里山の季節を 

                    楽しもう。どんな発見があるかな？ 

 ●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 

田畑体験④「そばの刈り取り」 
 

 ●日 時 11月3日（水・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 
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里山を知ろう⑪「五寸釘でナイフづくり」 
 

 ●日 時 11月27日（土）10時～12時30分（雨天決行） 

 ●内 容 炭火で真っ赤になった鉄を金槌でトントン伸ば 

      し、砥石でズリズリ尖らせる。かわいいナイフ 

      完成！結構切れますよ！     

 ●講 師 深水 正和（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 5組 ●参加費 一組1000円   

 ●持ち物   燃えにくい服装、 

      水筒、帽子、 

      タオル、軍手など 

mini²収穫祭② 

「親子でつくろうカンナでおはしづくり  

  ～かつおさんと「木育」 「森育」 初級編～」 
 

 ●日 時 11月13日（土）10時～12時（小雨決行） 

 ●内 容 公園の間伐材をつかって、おはしづくり。治具を使 

      用して、カンナで削ります。森林整備も行います。 

      おはしづくりを通して「森育」「木育」を体験しよ 

      う。 

 ●講 師 礒野 慶生（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名 ●参加費 400円 

 ●持ち物   水筒、帽子、タオル、 

      軍手、長靴など 



１２ 月 

メール・FAX受付：11/2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25日（土）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「寅」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3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） 

里山を知ろう⑮「ミニ門松づくり」 
 

 ●日 時 12月19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)、 

      ※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12日（日） ９時30分～12時（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 

やしろの森冒険ひろば「落ち葉であそぼう」 
 ●日 時 12月26日（日）14時～17時（雨天決行） 

            ※雨天時一部内容変更して実施 

 ●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 

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18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！       

 ●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 

里山を知ろう⑭「もりのがっこう」 
 

 ●日 時 12月11日（土）10時～14時（雨天決行）  

 ●内 容 森の自然や恵み、季節の移り変わりはいろいろな 

      ことを教えてくれます。今回は草木染めと焼いも 

      に挑戦しましょう。 

 ●  やしろの森公園活動スタッフ 

      県立社高等学校 児童研究部 

 ●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 500円 

 ●持ち物 弁当、水筒、帽子、タオル、軍手、雨具など  

里山を知ろう⑫「フクロウの巣箱づくり」 
 

 ●日 時 12月4日（土）10時～14時（雨天決行） 

 ●内 容 豊かな里山の象徴“フクロウ”の巣箱をつくりま 

      す。つくった巣箱は園内に設置して、春の営巣を 

      待ちます。家用には小鳥用の巣箱をつくって、おう 

      ち時間を楽しむ準備をしましょう。 

      ※フクロウの巣箱は持ち帰れません。    

 ●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 5組 ●参加費 一組1200円   

 ●持ち物   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、 

          豊かな自然を守ろう！ 

■日 時 12月26日（日） ９時30分～12時（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 母屋片付け、お疲れ様会など 

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 

  「さとやまで科学工作を楽しもう！！」 

●日 時 12月5日（日）13時～16時（雨天決行） 

●内 容 針金でトンボを作ったり、念力でどんぐりの振り 

     子を動かせる…？里山で科学の不思議と楽しさを   

     感じよう。 

●講 師 高田 要・西川 智子（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 ●材料費 300円   

●持ち物 水筒、帽子、軍手、動きやすい服装など 

事前に申し込んでね！ 

里山を知ろう⑬ 

 「親子でつくろうカンナでおはしづくり  

   ～かつおさんと「木育」 「森育」 初級編～」 
 

 ●日 時 12月5日（日）10時～12時（小雨決行） 

 ●内 容 公園の間伐材をつかって、おはしづくり。治具を使 

      用して、カンナで削ります。森林整備も行います。 

      おはしづくりを通して「森育」「木育」を体験しよ 

      う。 

 ●講 師 礒野 慶生（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名 ●参加費 400円 

 ●持ち物   水筒、帽子、 

      タオル、軍手、長靴など 

自然観察会㉘「第二回 幼虫を育てよう」 
 

 ●日 時 12月11日（土） 

          13時30分～15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 9/4「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 



     

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。 

○ 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 

 

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。 

 ＦＡＸ：0795-44-1512 

○ 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。 

○ 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。 

○ 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 info@yashironomori.com 

  URL  http://yashironomori.com/ 

【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 

２ｍ 

10月分受付開始日 11月分受付開始日 12月分受付開始日 

メール・ＦＡＸ：９月１日  

ＴＥＬ：９月２日 

メール・ＦＡＸ：１０月１日  

ＴＥＬ：１０月２日 

メール・ＦＡＸ：１１月２日

ＴＥＬ：１１月３日 

ＴＥＬ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：0795-44-1510 

 お申し込み時の注意点  プログラムのキャンセルについて 

 雨天時の対応について  友の会優先枠について 

 プログラム当日の注意点 

コロナウィルス感染拡大防止のためのお約束 

○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。 


