
県立 

やしろの森のスタッフと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 1月8日（日）9時30分～12時30分（雨天中止） 

 ●内 容 昆虫の里整備、ウメの剪定など 
 ●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 300円（昼食付）   

 ●持ち物   水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など 

里山を知ろう⑫「新型コロナに打ち克て！ 

          一年の計は凧揚げにあり」 
 

 ●日 時 1月7日（土）13時～15時（小雨決行） 

 ●内 容 今年もやります！五連凧！上手につくって皆で凧揚げ 

      大会をしよう！遊んだ後は善哉を食べるよ。凧にどん 

      な絵を描くか考えてきてね。 

 ●講 師 内山 利晶（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（善哉付き）   

 ●材料費 凧１セットにつき別途プラス450円 

 ●持ち物   水筒、帽子、タオル、軍手など 

やしろの森のスタッフと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 1月22日（日）9時30分～12時30分（雨天中止） 

 ●内 容 湿地整備、畑の手入れなど 
 ●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 300円（昼食付）  

 ●持ち物   水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など 

１・２・３月プログラム情報 
１月 
メール・FAX受付：12/1から 

電話受付：12/2から 

やしろの森冒険ひろば「青空の下の自由時間」 

 ●日 時 1月22日（日）13時～16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 

子どもの冒険ひろば開設費等補助事業 

里山を知ろう⑰「教えてヤッシー！ 

            森の宝物～冬編～」 
 

 ●日 時 1月29日（日）10時～15時30分（雨天決行） 

 ●内 容 ヤッシーからのヒントをもらって、冬の里山を楽し 

      もう！落ち葉のトンネルづくりなどなど！冬の遊び方、 

      教えちゃいます！ 

 ●講 師 松下 シェリー・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 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 

里山を知ろう⑮「手づくりで楽しむ里山の暮らし 

           ～味噌づくり編～」 
 

 ●日 時 1月27日（金）11時～15時（雨天決行）  

 ●講 師 大西 和子・木下 加代子（活動スタッフ） 

 ●内 容 里山の暮らしの知恵を学び日々の暮らしを楽しみま 

      しょう！今回は「手づくり味噌」。自分で一からつ 

      くったお味噌は一味違います。 

 ●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 1500円（材料費込） 

 ●持ち物   2ｋｇの味噌が入る壺・密閉容器、 

      エプロン、三角巾、弁当、水筒、タオルなど 

里山を知ろう⑭「手づくりで楽しむ里山の暮らし 

             ～麹づくり編～」 
 

 ●日 時 1月19日（木）13時～15時（雨天決行） 

 ●講 師 大西 和子・木下 加代子（活動スタッフ） 

 ●内 容 「麹づくり」から挑戦しましょう！麹づくりの後は 

      甘酒を飲んであったまりましょう♪ 

      出来た麹は1月27日「味噌づくり編」で使います。 

 ●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（甘酒付）   

 ●持ち物   エプロン、三角巾、水筒、タオルなど 

１月14日（土）10：00～11：30（雨天中止） 

やります。 

定員：50名 

※要申込み 

※書き初め・お飾りあれば 

     持ってきてください 

善哉付き！ 

里山を知ろう⑬「ダッチでカブの器の茶碗蒸し」 
 

 ●日 時 1月15日（日）10時～12時30分（雨天決行） 

 ●内 容 やしろの森の恵みをダッチオーブンでさらに美味し 

      く？！ダッチオーブンをつかって茶碗蒸しづくりに 

      挑戦しよう。  

 ●講 師 松下 シェリー（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2000円（材料費込）   

 ●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⑯「１００円ショップの道具で 

               燻製に挑戦」 
 

 ●日 時 1月28日（土）10時～12時30分（雨天決行） 

 ●内 容 簡易コンロと１００円ショップの道具をつかって、 

      燻製づくりに挑戦しよう！完成した道具は持ち帰って 

      家でも燻製を楽しめるよ。  

 ●講 師 山本 敏（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2000円（材料費込）   

 ●持ち物   汚れてもよい服装、持ち帰り用の容器、 

      水筒、帽子、タオル、 

      軍手、雨具など 

自然観察会㉙「森の科学あそび 

         立春の卵立てをしよう」 
 

 ●日 時 1月15日（日）10時～12時30分（小雨決行） 

 ●内 容 立春の生卵は本当に立つのか！？木の高さを測るには？ 

      実験をして確かめましょう。ジュズダマ工作もするよ。 

      色んな実験・工作で科学をもっと好きになろう！  

 ●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 



２月 

メール・FAX受付：1/4から 

電話受付：1/5から 

２月 

メール・FAX受付：1/4から 

電話受付：1/5から 

やしろの森のスタッフと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 2月12日（日）9時30分～12時30分（雨天中止） 

 ●内 容 シイタケ植菌など 
 ●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 300円（昼食付）   

 ●持ち物   水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など 

やしろの森のスタッフと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 2月26日（日）9時30分～12時30分（雨天中止） 

 ●内 容 階段補修、植樹など 

 ●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 300円（昼食付）   

 ●持ち物   水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など 

自然体験⑪「火をあやつる  

    ～災害時に役立つビニール袋調理～」 
 

 ●日 時 2月25日（土）10時～14時（雨天決行）  

 ●内 容 森を歩いてたき火の材料をあつめて、かまどで燃やそ 

      う。少量の燃料で効率よくお湯を沸かすには？お昼は 

      災害時に役立つビニール袋調理でご飯とお味噌汁をつく 

      るよ。 

 ●講 師 深水 正和・岩元 優子（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 500円（昼食付） 

 ●持ち物   水筒、帽子、タオル、綿の軍手、 

      引火しにくい服装など 

田畑体験⑤「そば打ちに挑戦！」 
 

 ●日 時 2月4日（土）10時～13時（雨天決行）  

 ●内 容 自分の手でそばを打ってみよう！打ち立てのそばの味、 

      味わってみませんか？そば粉はやしろの森公園産！自 

      分で打ったそばの味は格別です。 

 ●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 ４組（１組当たり５名まで）   

 ●参加費 １組2500円（材料費込） 

 ●持ち物   エプロン、三角巾、弁当、水筒、タオルなど 

自然体験⑩「四季を感じるふるさと体験（冬） 」 
 

 ●日 時 2月11日（土）10時～12時30分（小雨決行） 

 ●内 容 冬の里山探検！何が見つかるかな？森で枯れ木を集め 

      て火おこし、たき火体験をしよう。七輪で火起こしを 

      してダゴ汁もつくるよ♪ 

 ●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 500円（軽食付）   

 ●持ち物   汚れてもいい服装、水筒、 

      帽子、タオル、軍手、雨具など 

やしろの森冒険ひろば「青空の下の自由時間」 

 ●日 時 2月26日（日）13時～16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 

子どもの冒険ひろば開設費等補助事業 

自然観察会㉛「ザリガニハンター集まれ！冬 」  
 

 ●日 時 2月5日（日）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 

自然観察会㉚「冬の里山を歩く 

           ～冬の里山の自然観察～」 
 

 ●日 時 2月４日（土）10時～12時（雨天中止） 

 ●内 容 葉が落ちて、明るくなった冬の里山を歩きながら自然 

      観察しよう。生きものたちは寒い冬、どうしているの 

      かな？ 

 ●講 師 梶原 洋一（活動スタッフ） 

 ●対 象 小学生以上（小学生は保護者同伴）  

 ●定 員 15名 ●参加費 300円   

 ●持ち物   水筒、帽子、タオル、軍手など 

自然観察会㉜ 「カブト・クワガタあれこれ」 
 

 ●日 時 2月19日（日）13時30分～15時30分（雨天決行）      

 ●内 容 子どもたちに大人気のカブトムシ・クワガタムシ。身体 

      の仕組みを調べたり、標本づくりの練習をしてもっと甲 

      虫たちのことに詳しくなろう。 

 ●講 師 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 5組 ●参加費 一組800円      

 ●持ち物 水筒、軍手、タオルなど 

里山を知ろう⑱「フィールドレンジャー 

          ～ダブルミーニング～」 
 

 ●日 時 2月23日（木・祝）10時～14時（雨天中止） 

 ●講 師 礒野 慶生（活動スタッフ） 

 ●内 容 ファイヤーサークルで焼き芋づくり！竹をつかった工作 

      にも挑戦するよ。何を作るかはキミ次第！たき火も楽し 

      みながらのんびり過ごそう。 

 ●対 象 小学３年生～中学３年生と保護者  

 ●定 員 20名 ●参加費 500円（昼食付）   

 ●持ち物 汚れてもよい服装、水筒、 帽子、 

      タオル、軍手など 



３月 
メール・FAX受付：2/1から 

電話受付：2/2から 

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 3月26日（日）13時～16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 

４・５・６月のプログラム情報は 

２月の中旬頃発行予定です。お楽しみに♪ 

 

 

 

「手づくりベーコンと 

           石窯を楽しめる大人をめざす」 
 第一回「ベーコンの下ごしらえと燻製の基礎講座&石窯基礎講座」 

 ●日 時 3月4日（土）13時～15時（雨天決行） 

 ●持ち物 筆記用具など 

 第二回「ベーコンと石窯で焼くローストチキン」 

  昼食はローストチキン！石窯で焼きたい物も持ち寄って 

  楽しみましょう♪    

 ●日 時 3月19日（日）9時30分～15時30分（雨天決行）  

 ●持ち物 エプロン、三角巾、お肉、水筒、タオル、軍手など 

 ●講 師 泉 伸一（活動スタッフ） 

 ●内 容 里山を満喫する本格的なスキルを身につけて、やしろ 

      の森で新しい趣味を楽しみませんか！ 

 ●対 象 高校生以上、3月4・19日２回とも参加可能な方     

 ●定 員 10名 ●参加費 2000円（二回分）※注 

    ※注：ベーコン材料（肉） は含まれていません。            

自然観察会㉝「第三回 幼虫を育てよう」 
 

 ●日 時 3月4日（土）10時～12時（雨天決行）      

 ●内 容 クワガタの幼虫の飼育に挑戦！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 9/３「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、筆記用具、色鉛筆、 

      水筒、軍手など 

やしろの森のスタッフと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 3月12日（日）9時30分～12時30分（雨天中止） 

 ●内 容 安全講習会、ジャガイモの定植など 

 ●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 300円（昼食付）    

 ●持ち物   水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など 

やしろの森のスタッフと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 3月26日（日）9時30分～12時30分（雨天中止） 

 ●内  容 森林整備など 

 ●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 300円（昼食付）   

 ●持ち物   水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など 

里山を知ろう⑲「ダッチオーブンでイカ飯づくり」 
 

 ●日 時 3月5日（日）10時～13時（雨天決行）  

 ●講 師 松下 シェリー（活動スタッフ） 

 ●内 容 やしろの森のもち米を使って、イカ飯づくりに挑戦♪    

      春の里山でダッチオーブン料理を楽しみましょう♪ 

 ●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 1組2500円（材料費込）   

 ●持ち物   エプロン、三角巾、水筒、 

      帽子、タオル、軍手など 

里山を知ろう⑳「ヒラタケの植菌」 
 

 ●日 時 3月19日（日）10時～12時30分（雨天決行）  

 ●内 容 ヒラタケの栽培に挑戦しよう！原木栽培と菌床栽培に 

      挑戦するよ。お昼は重ね煮のお味噌汁を食べるよ。 

      ※菌床栽培の容器は持ち帰って育てます。 

 ●講 師 尾内 良三・柴田 雅成（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（重ね煮お味噌汁付） 

 ●材料費 ヒラタケの菌床栽培キット 

        １セットにつき別途プラス500円 

 ●持ち物   弁当、水筒、タオルなど 

里山を知ろう㉒「ソヨゴでトートバックを草木染め」 
 

 ●日 時 3月25日（土）10時～12時30分（小雨決行）  

 ●内 容 ソヨゴを使って、トートバックの草木染に挑戦しよう。 

      染めた後に型染めをしたり、自分の名前の型切りにも 

      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 15名 ●参加費 500円（材料費込） 

 ●持ち物   水筒、タオルなど 

里山を知ろう㉑「畑友だちと囲炉裏の集い」 
 

 ●日 時 3月21日（火・祝）10時～14時（雨天決行） 

 ●講 師 礒野 慶生・深水 正和（活動スタッフ） 

 ●内 容 今年の美味しい野菜づくりは土づくりから始まる！美味し 

      い野菜づくりをイチから始めてみよう。お昼ご飯は囲炉裏 

      で飯ごうをするよ！ 

 ●対 象 小学３年生～中学３年生と保護者 

 ●定 員 20名 ●参加費 500円（昼食付）   

 ●持ち物 作業しやすい服装、水筒、 

      帽子、軍手など 



プログラムについて 
■ 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。 

Ｔ Ｅ Ｌ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。 

１月分 １２月１日 

２月分 １月４日 

３月分 ２月１日 

受付開始日 １月分 １２月２日 

２月分 １月５日 

３月分 ２月２日 

受付開始日 

○ 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。 

 お申し込み時の注意点 

 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 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 

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。 

○公園でも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。 


