
自然観察会⑮「夜の昆虫観察をしよう」 
 

 ●日 時 7月23日（土）19時～22時（雨天中止） 

 ●内 容 ブラックライトを使ってあつまる夜の昆虫を観察しよう。 

      カレーを食べてから、夜のやしろの森を探検に出かける 

      よ。どんな生きものが夜に活動しているか観察しよう。 

 ●講 師 小倉 滋・河内 猛夫（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 1000円（夕食付）  

 ●持ち物   長袖・長ズボン、懐中電灯、 

      虫取り網、虫を入れるケース、 

      虫よけ対策、 水筒、帽子、 

      タオル、長靴など 

自然観察会⑪「ザリガニハンター集まれ！」 
 

 ●日 時 7月2日（土）10時～12時（雨天中止） 

 ●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 

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 7月24日（日）14時～17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！       

 ●対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴） 

 ●参加費 無料   

 ●持ち物 汚れてもよい服装、水筒、帽子など 

事前に申し込んでね！ 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 

 「自分でつくった高速プロペラ船で競争だ！     

        ～夏休みやしろの森カップ2022～」 
 

 ●日 時 7月30日（土）10時～14時（小雨決行）  

 ●内 容 オリジナルのプロペラ船をつくって、スピード競争をし 

      よう！夏休みの工作もこれでバッチリ♪ 

 ●講 師 内山 利晶（活動スタッフ） 

 ●対 象 小学生以上（保護者同伴） 

 ●定 員 20組 ●材料費 一艇につき1000円     

 ●持ち物   弁当、水筒、帽子、タオル、軍手など 

自然観察会⑬「幼虫の蛹の観察にチャレンジ➁」 
 

 ●日 時 7月2日（土）13時30分～15時30分（雨天決行） 

 ●内 容 カブトムシの蛹を観察する部屋をつくって羽化の様子を 

      観察してみよう。 

 ●講 師 河内 猛夫（活動スタッフ） 

 ●対 象 6/11「幼虫の蛹の観察にチャレンジ」 

                  に参加された方 

 ●持ち物   育てている幼虫、デジカメ、 

      筆記用具、水筒、軍手など 

自然観察会⑫「キノコ観察をしよう」 
 

 ●日 時 7月2日（土）10時～12時30分（雨天決行）  

 ●講 師 藤堂 千景（活動スタッフ） 

 ●内 容 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。 

 ●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   キノコを入れる袋やかご、水筒、帽子、 

      タオル、軍手、長靴、雨具など 

自然体験⑥「四季を感じるふるさと体験（夏） 」  
 

 ●日 時 7月9日（土）10時～12時30分（雨天決行） 

 ●内 容 夏の森の自然観察会をしたり、竹で水でっぽうをつくって 

      遊んだりするよ。水遊びを思いっきり楽しんで、暑い夏を 

      ふっ飛ばそう！ 

 ●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（保護者同伴） 

 ●定 員 20名 ●参加費 300円   

 ●持ち物   着替え、水筒、帽子、 

      タオル、軍手、雨具など 

県立 

７・８・９月プログラム情報  ７ 月 

メール・FAX受付：6/1から 

電話受付：6/2から 

里山保全を一日体験！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 7月10日（日） 

     ９時30分～12時30分（雨天中止） 

■対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴） 

■参加費 300円（昼食付）  ■定 員 30名 

■持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など 

■内 容 アメリカザリガニ捕獲など 

里山保全を一日体験！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 7月24日（日） 

     ９時30分～12時30分（雨天中止） 

■対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴） 

■参加費 300円（昼食付）  ■定 員 30名 

■持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など 

■内 容 アメリカザリガニ捕獲など 

自然観察会⑭「森の科学あそび 

        ヨウ素でんぷん反応であそぼう」 
 

 ●日 時 7月17日（日）10時～12時30分（小雨決行） 

 ●内 容 ヨウ素でんぷん反応をつかって、私たちの身近な暮らしの 

      中にある“ふしぎ”を調べてみよう。でんぷんはどこにあ 

      る？ナガコガネグモのあみアート工作もするよ。 

 ●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  水筒、帽子、 タオル、軍手など 

自然体験⑦「里山レンジャー 夏のC畑 

         ～たそがれのファイヤーサークル～」 
 ●日 時 7月31日（日）15時～18時30分（雨天中止）  

 ●講 師 礒野 慶生（活動スタッフ） 

 ●内 容 大豆・小豆・葉ボタンの栽培に挑戦しよう！晩御飯は大 

      鍋カレーづくりとファイヤーサークルで飯盒炊さん！皆 

      で協力して美味しいカレーをつくろう。 

 ●対 象 小学3～中学３年生 

 ●定 員 25名 ●参加費 500円（夕食付）      

 ●持ち物 着替え、水筒、帽子、 

      タオル、軍手、長靴など 



田畑体験②「そばの種まき」 
 

 ●日 時 8月21日（日）10時～12時（小雨決行） 

 ●内 容 やしろの森でそばの栽培に挑戦しましょう！8月 

      はそばの種まきです。 

 ●講 師 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 25名 ●参加費 300円   

 ●持ち物   水筒、帽子、タオル、軍手、雨具など 

やしろの森冒険ひろば「竹の水でっぽうをつくって 

   青空の下の自由時間でおもいきり水あそび！」 

Green Gift 地球元気プログラム 

自然観察会⑯「田植えと稲刈りのあいだ 

       ～田んぼに暮らす生きものさがし～」 
 

 ●日 時 8月6日（土）10時～12時（雨天中止） 

 ●内 容 稲作プログラム番外編！身近に暮らす田んぼのい 

      きものについて調べてみよう。里山のいきものと 

      私たちの暮らしの繋がりを感じよう。 

 ●講 師 扇 正樹（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 10名 ●材料費 200円   

 ●持ち物   汚れてもよい服装、虫取り網、 

      タモ網、水筒、帽子、タオル、 

      軍手、長靴など 

里山保全を一日体験！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 8月14日（日） 

     ９時30分～12時30分（雨天中止） 

■対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴） 

■参加費 300円（昼食付）  ■定 員 30名 

■持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など 

■内 容 アメリカザリガニ捕獲、危険木調査など 

里山保全を一日体験！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 8月28日（日） 

     ９時30分～12時30分（雨天中止） 

■対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴） 

■参加費 300円（昼食付）  ■定 員 30名 

■持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など 

■内 容 ハクサイ種まき、シイタケ原木切り出し・本伏せ、 

     アメリカザリガニ捕獲など 

友の会限定P「うちわづくり」 
 

 ●日 時 8月13日（土）10時～14時（雨天決行） 

 ●内 容 竹でうちわの骨をつくって、藍で染めた布を 

      使ってオリジナルのうちわをつくろう。 

 ●対 象 R4年度「友の会」会員とその家族 

 ●定 員 ５組 ●参加費 無料   

 ●持ち物 弁当、水筒、帽子、 タオル、 軍手など 
 ◎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） 

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 8月28日（日）14時～17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！       

 ●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 

８ 月 

メール・FAX受付：7/1から 

電話受付：7/2から 

事前に申し込んでね！ 

子どもの冒険ひろば開設費等補助事業 

 ●日 時 8月28日（日）14時～15時（雨天決行） 

 ●内 容 夏といえば！水遊びでしょ！！竹で水でっぽう 

      をつくるよ。青空の下の自由時間をもっと楽し 

      めちゃう？！ 

 ●対 象 どなたでも（小学生未満は保護者同伴） 

 ●定 員 20名  

 ●材料費 水でっぽう一つにつき300円    

 ●持ち物 着替え、水筒、帽子など 

自然観察会⑱「森の科学あそび 

      ブラックライトで光るものを探そう」 
 

 ●日 時 8月21日（日）13時～15時30分（雨天決行） 

 ●内 容 ムシが光る？植物が光る？その他身の回りのも 

      のも光る？ブラックライトを使って、蛍光物質 

      探しをしよう。UVレジンで工作もするよ。 

 ●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 300円 

 ●材料費 200円（UVレジン工作材料）   

 ●持ち物  水筒、帽子、 タオル、軍手など 

自然観察会⑲「夏休みの工作は“昆虫の標本” 

         標本箱から手づくりしよう！」 
 

 ●日 時 8月27日（土）10時～12時（雨天決行）  

 ●内 容 夏休みお助け企画！昆虫の標本づくりに挑戦し 

      よう！森の間伐材をつかって、標本箱から手づ 

      くりするよ。「木育」「森育」って知ってる？ 

 ●講 師 河内 猛夫・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 8組 ●材料費 一組2000円     

 ●持ち物   育てている昆虫や標本にしたい昆虫、 

      観察日記・観察写真(あれば)、  

      水筒、帽子、タオル、軍手など 

自然体験⑧「あーー夏休み！親子飯盒DAY」 

 ●日 時 8月7日（日） 

      15時～18時30分（雨天中止）  

 ●講 師 礒野 慶生（活動スタッフ） 

 ●内 容 今日の夕食はカレーライス！ファイヤーサークル 

      で飯盒炊さんに挑戦しよう！竹の水でっぽうでも 

      遊ぶよ。 

 ●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（夕食付）     

 ●持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手など 

自然観察会⑰「カブト・クワガタあれこれ」 
 

 ●日 時 8月6日（土）13時30分～15時30分（雨天決行） 

 ●講 師 河内 猛夫（活動スタッフ） 

 ●内 容 標本づくりの練習やカブトムシ・クワガタムシの 

      体の仕組み調べをするよ。。クワガタ・カブトムシ 

      の飼育発表会。雌雄の交換会もするよ。 

      ※交換はやしろの森のクワガタ・カブト虫限定 

 ●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800円 

 ●持ち物   育てている幼虫・成虫（あれば） 、 

      昆虫標本（あれば）など 



３回シリーズ 

自然観察会⑳「第１回 クワガタの幼虫を育てよう」 
 

 ●日 時   9月3日（土）10時～12時（雨天決行） 

                 12月    10時～12時（雨天決行） 

                 3月    10時～12時（雨天決行） 

 ●内 容 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 

      しましょう。 

 ●講 師 河内 猛夫（活動スタッフ） 

 ●対 象 3回参加可能な方（小学生以下は保護者同伴） 

 ●定 員 5組  

      ※幼虫の成育により変更する場合があります。 

 ●参加費 一組2000円（3回分）    

 ●持ち物 筆記用具、色鉛筆、水筒、軍手など 

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 9月25日（日）14時～17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！       

 ●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㉒「森の科学あそび 

           バッタのひみつを探る」 
 

 ●日 時 9月24日（土）10時～12時30分（小雨決行）  

 ●内 容 やしろの森の草地でバッタ類の調査をしよう！ 

      コオロギ釣りや工作などをして遊びます。イナ 

      ゴのから揚げづくりにも挑戦するよ。  

 ●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   虫あみ、虫かご、水筒、 

      帽子、タオル、軍手、雨具など 

Ｇｒｅｅｎ Ｇｉｆｔ 地球元気プログラム助成事業 

里山を知ろう⑤「木育カトラリーづくり」 
 

 ●日 時 9月23日（金・祝）13時～16時（雨天決行） 

 ●内 容 木のスプーンとお箸をつくってみよう！材料は 

      森林整備でできた間伐材をつかうよ。木育・森 

      育を通して、森が元気になる活動を応援しよう！ 

 ●講 師 内山 利晶・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）  

   ※電動工具の使用は小学生以上のみとします。 

 ●定 員 5組 

  ※大人１名・子ども１名のペアでお申し込みください。 

 ●材料費 一組1000円 

      ※スプーン１本、お箸１膳が作れます  

 ●持ち物   筆記用具、水筒、帽子、軍手など    

里山保全を一日体験！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 9月11日（日） 

     ９時30分～12時30分（雨天中止） 

■対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴） 

■参加費 300円（昼食付）  ■定 員 30名 

■持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など 

■内 容 アメリカザリガニ捕獲、シイタケ原木準備、 

     レンゲ種まき、ダイコン・カブ種まきなど 

里山保全を一日体験！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 9月25日（日） 

     ９時30分～12時30分（雨天中止） 

■対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴） 

■参加費 300円（昼食付）  ■定 員 30名 

■持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など 

■内 容 小鳥の巣箱回収・観察会、 

     シイタケ原木切り出し・本伏せなど 

里山を知ろう③「教えてヤッシー！ 

            森の宝物～夏編～」 
 

 ●日 時 9月4日（日）10時～14時30分（雨天決行） 

 ●講 師 春日 多津子・松下 シェリー（活動スタッフ） 

 ●内 容 教えてヤッシー！夏の森も楽しもう！竹を使って水 

      でっぽうをつくるよ。おもいきり水遊び！ 

 ●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 着替え、水筒、帽子、 

      タオル、 軍手、雨具など 

自然観察会㉑「おもいでの星空の観察会」 
 

 ●日 時 9月23日（金・祝）18時～21時（雨天中止） 

 ●講 師 柴田 雅成（活動スタッフ） 

 ●内 容 ９月の星空観察をしよう。夏の大三角・天の川、 

      条件が良ければ、アンドロメダ銀河が見れちゃう 

      かも？！夜のやしろの森を楽しもう！ 

 ●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 800円（夕食付）   

 ●持ち物   双眼鏡（あれば） 、長袖・長ズボン、 

      虫よけ対策、懐中電灯、水筒、  

      帽子、タオルなど 

里山を知ろう④「やしろの森の園芸部 

    ～入口階段を整備して野草を植えよう～」 
 

 ●日 時 9月18日（日）10時～14時30分（雨天決行） 

 ●講 師 礒野 慶生（活動スタッフ） 

 ●内 容 公園内で植物採取をして、整備した階段に植えよ 

      う。お昼はアイガモ米のご飯とお味噌汁！公園づ 

      くりに参加してみよう。 

 ●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 400円（昼食付）   

 ●持ち物 水筒、帽子、タオル、 

      軍手、雨具など 

９ 月 

メール・FAX受付：8/2から 

電話受付：8/3から 



     

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 

７月分受付開始日 ８月分受付開始日 ９月分受付開始日 

メール・ＦＡＸ：６月１日  

ＴＥＬ：６月２日 

メール・ＦＡＸ：７月１日  

ＴＥＬ：７月２日 

メール・ＦＡＸ：８月２日  

ＴＥＬ：８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。 

○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。 


