
※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

7
検 索国営木曽三川公園

月9
お 申 し 込 み 受 付 期 間

ネイチャーイベントのお知らせは
ホームページでもご覧いただけます。

7月のイベント

6月9日（木）より受付
※初日は電話のみの受付

8月のイベント

7月8日（金）より受付
※初日は電話のみの受付

9月のイベント

8月19日（金）より受付
※初日は電話のみの受付

お 

願 

い

お
申
し
込
み
方
法

●キャンセルや遅刻の場合は、必ず事前に、自然発見館までご連絡下さい。
●当日は、イベント開始10分前から自然発見館カウンターにて受付
を行います。開始前に受付を済ませてから会場にお入り下さい。
●当日は、活動しやすい服装でご参加下さい。
●天候等の状況により、内容を変更する場合がございま
すので、あらかじめご了承下さい。尚、中止や否かの判
断に迷われる場合は、当日9：00以降に自然発見館ま
でお問い合わせ下さい。

年齢層、実施時期、人数など、さまざまな条件に対応できるように専門の指導員がアドバイスいたします。（フィールドの関係で実施できない日時もあります）詳しくは、
自然発見館（0586-89-7023）までお気軽にお電話下さい。※団体プログラムの詳細は、HPにも掲載しています。[URL]https:// kisosansenkoen.jp

自然発見館では、10名以上の団体様に対応した特別の「団体プログラム」が体験できます。夏、涼しいお部屋でお友達同士の集まりや子ど
も会、ボーイスカウト、PTAなど幅広い利用が可能です。自然を素材にしたクラフト(ものづくり)を中心に40種類のプログラムの中から選択
できます。（体験時間は30分間・1時間・2時間）

蜜ろうそく
づくり

10名以上の集まり、子ども会などの団体でご利用の方へ

1
ミツバチが作る「蜜ろう」を
利用して、ろうそくを作ります。

バードコール
づくり

1 1
野鳥の鳴き声を真似る
バードコールを作ります。

ひかるドロ団子
づくり 特別な土を使って、ツルツル

ピカピカのドロ団子を作ります。

光のプリズム
工作

2
ク
ラ
フ
ト
系
プ
ロ
グ
ラ
ム

のぞくときれいな虹色がみ
られる分光器（プリズム）を
作ります。

https://kisosansenkoen.jp
〈個人情報の取り扱いについて〉お申し込み・お問い合せ等でお預かりする個人情報は適切に
管理し、承諾なく目的以外に利用すること、第三者に開示することは一切ございません。

〒501-6021 岐阜県各務原市川島笠田町

TEL.0586-89-7023
案内看板
案内看板を目印に
お越しください。
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ネイチャーイベントのお知らせは下記のホームページ上でもご覧いただけます。

https://kisosansenkoen.jp Instagram ： https://instagram.com/sizenhakkenkan/

おかけ間違い
のないよう

ご注意ください

新型コロナウイルス感染予防対策のお願い
・入室前に検温をさせていただきます。（37.5℃以上の方、または風邪症状の方の入室はご遠慮いただきます。）
・入室されるすべての参加者の方には、マスクの着用をお願いいたします。
・部屋のなかで密を避けるため、1家族3名までのご入室をお願いいたします。（対象外の未就学児さんはご入室できません。）

詳しくは、ホームページをご覧下さい。

ネイチャー
イベント

自然発見館の

2 0 2 2 SUMMER

●自然発見館への交通案内
  ・東海北陸自動車道「川島PA・ハイウェイオアシス」より
　徒歩約１分
  ・東海北陸自動車道　一宮木曽川I.Cから車で約20分
　　　　　　　　　　岐阜各務原I.Cから車で約10分

●料金のご案内
　入館料／無料　※但しプログラム参加は有料
　駐車場／無料（1500台）

●開園時間のご案内

●7月～9月の休館日
　7月11日（月）、9月12日（月）

6月1日
～8月31日

9：30～19：00

期 間

時 間

9月1日
～2月末日

9：30～17：00

3月1日
～5月31日

9：30～18：00

雨天実施 雨天中止 持ち物 45 45分の
プログラム 1.5 1時間30分の

プログラム1 1時間の
プログラム

2時間の
プログラム2アイコン説明 参加対象年齢未満は

保護者参加で入場可
参加対象年齢未満は
入場不可

は、観察・実験・野外活動系ネイチャーイベントです。
※会場内に入られる参加対象の方お１人様あたりに参加費がかかります。

は、ワークショップ系ネイチャーイベントです。
※会場内に入られる参加対象の方お１人様あたりに参加費がかかります。

は、クラフト系ネイチャーイベントです。
※制作1作品あたりについて参加費がかかります。30 30分の

プログラム

9月 お申込み受付 8月19日より8月19日

色イロひかるドロ団子（赤）80
特別な土をつかってピカピカのドロ団子作り。今回は赤色に挑戦だ！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,200円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、汚れてもよい服装、マスク

生活に必要な火と灯り。灯りの素となる「油」を、どのようにして私たちは手にしたのか？
いろいろな素材から油を採り、その灯りをみたいと思います。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）
●参加費／1,000円（1名）+400円（実験材料費1セット）　●定員／8家族

マスク

タオル、マスク

1

1

1

1

1

2

2

1

1

マスク
自然発見館で展示している水槽の魚のためのバックヤードをのぞき、「エサやり」をして、
魚の生態や適応について学んでみましょう！
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者参加） ●参加費／1,000円（１名） ●定員／12名

限定12名限定12名 おさかなバックヤードツアー103 限定12名限定12名

蛍石等を使って実験を行った後、ペンダントを作ります。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,400円（1作品）
●定員／8家族

79 蛍石のペンダントづくり（緑系） 1.5

タオル、マスク

蛍石等を使って実験を行った後、ペンダントを作ります。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）
●参加費／1,500円（1作品）　●定員／8家族

83 蛍石のペンダントづくり（紫・ミックス系）

13：30～15：00
土8/278/15 月8/12 金

10：00～11：00
金8/268/15 月8/13 土

13：30～15：00
日8/218/14 日8/11 木

1.5

1.5

10：00～11：308/12 金

13：30～14：308/12 金

火と灯り81 1.5

1.5

ＵＶビーズでストラップづくり82
紫外線に反応するビーズでストラップを作り、紫外線について少し学びます。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／900円（1作品）
●定員／8家族 マスク

色イロひかるドロ団子（黄）89
特別な土をつかってピカピカのドロ団子作り。今回は黄色に挑戦だ！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,200円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、汚れてもよい服装、マスク

1.5

119

13：30～15：00

バードコールづくり85
野鳥の声を真似たバードコールを作って鳴らしてみよう！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

タオル、マスク

蛍石（緑色系）を使って美しいペンダントを作ります。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,400円（1作品）
●定員／8家族

蛍石のペンダントづくり（緑系） 1.5

ミツバチが作った蜜蝋から、柔らかい光と甘い香りのキャンドルを作りましょう。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

84 蜜蝋キャンドルづくり
みつろう

13：30～15：008/13 土
アキニレを使って、木の接着剤を作ります！ 木の不思議な力を体感しよう。
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 マスク、汚れてもよい服装、持帰り用の袋

86 アキニレで作ろう！ 木の接着剤！

1.5

13:30～15:008/14 日
滑石という軟らかい石を削ったり、磨いたりしてオリジナルの勾玉を作ってみよう。
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

87 勾玉づくり（白）
まがたま

滑石という軟らかい石を削ったり、磨いたりしてオリジナルの勾玉を作ってみよう。少し硬い黒に挑戦！
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴）　●参加費／1,300円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

98 勾玉づくり（黒マーブル）
まがたま

10：00～10：308/16 火
減らそうプラスチック！ 繰り返し使える、エコでかわいい「蜜ろうラップ」を作ります。
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴）　●参加費／900円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

90 かわいくエコ！ 蜜ろうラップづくり

10：00～11：008/15 月

日本有数の琥珀の産地、岩手県久慈(くじ)の琥珀を磨いて縁起物の玉を作ります。
標本ケースに入れると一生の宝物になります。
※サイズは1cm程、久慈の琥珀は白亜紀後期（恐竜時代）のものです。
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴）
●参加費／1,700円（1作品）　●定員／8家族 タオル、マスク

88 琥珀玉づくり
 こ はくだま

1.5

1.5

1.5

1.5

13：30～15：008/16 火
滑石という軟らかい石を削ったり、磨いたりしてオリジナルの勾玉を作ってみよう。
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴）　●参加費／1,200円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

91 勾玉づくり（淡ピンク）
まがたま

10：00～11：008/17 水
綿からタネを取り出して綿打ち体験の後、糸をつむいでみよう。
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の小袋、マスク

92 綿から糸へ

1

13：30～14：308/17 水
滑石という軟らかい石を削って、オリジナルのハンコを作ってみましょう。
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

93 石のハンコづくり

10：00～10：308/18 木
アロマ（レモングラス）の効能で虫よけ効果が期待できるルームスプレーを作ってみよう！
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

94 虫よけスプレーづくり 30

30

30

13：30～14：008/18 木
アロマ（ローズマリー）の効能で集中力を高める効果が期待できるルームスプレーを作ってみよう！
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

95「集中力」を高めるルームスプレー 30

アロマ（ローズマリー）の効能で集中力を高める効果が期待できるルームスプレーを作ってみよう！
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

115

「集中力」を高めるルームスプレー 30

木曽川水園内を歩いて、木の実や葉っぱ、石ころなど、お気に入りを拾って、自分だけのキャンドルを作ろう！
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族（限定10作品） マスク、汚れてもよい服装、持帰り用の袋

10：00～11：308/20 土

10：00～11：308/20 土

13：30～15：308/20 土

滑石という軟らかい石を削ったり、磨いたりしてオリジナルの勾玉を作ってみよう。
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

117

勾玉づくり（白）
まがたま

130

勾玉づくり（淡ピンク）
まがたま

13：30～15：009/4 日

10：00～11：009/4 日

ザリガニや蛇、バッタはなぜ脱皮するの？ その不思議な世界に迫り、園内でその痕跡を探したいと思います。
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者参加）　●参加費／1,000円（1名）
●定員／8家族 活動しやすい服装、運動靴、帽子、タオル、飲み物、虫よけ対策、マスク

96 脱皮のひみつ

97 ジェルキャンドルづくり ～道端の宝物を探そう！～限定10作品限定10作品

たくさんのコウモリが飛びまわる木曽川水園でコウモリ探知機を使って彼らの不思議な生態に迫りましょう！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,300円(1名)
●定員／8家族 長袖長ズボン、動きやすい靴、懐中電灯、虫よけ対策、マスク

夜空に舞う！ コウモリの不思議99 1.5

18：00～19：308/20 土

※閉園後の終了のため中央駐車場へ車をおとめください。
（少雨実施）

（少雨実施）

（雨天時：内容を変更して実施）

ヌメヌメした体を持ったナメクジやコウガイビル等の生きものを園内で探し、観察します。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,000円（1名）
●定員／8家族 活動しやすい服装、運動靴、帽子、タオル、飲み物、ゴム手袋、虫よけ対策、マスク

ヌメヌメした生きものたち100 1.5

10：00～11：308/21 日

色イロひかるドロ団子（赤）

121

特別な土をつかってピカピカのドロ団子作り。今回は赤色に挑戦だ！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,200円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、汚れてもよい服装、マスク

1.5

蛍石のペンダントづくり（紫・ミックス系）

120

蛍石（紫色系、または2色以上の混合色）を使って美しいペンダントを作ります。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,500円（1作品）
●定員／8家族 タオル、マスク

1.5

13：30～15：009/11 日

色イロひかるドロ団子（黄）

126

特別な土をつかってピカピカのドロ団子作り。今回は黄色に挑戦だ！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,200円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、汚れてもよい服装、マスク

1.5

ミツロウとハーブのハンドクリームづくり

124

ミツロウとハーブを使って自然素材だけの人にも地球にも優しいハンドクリームを作ろう！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

鳴く虫をさがしてみよう

122

木曽川水園にて季節の昆虫を採集、観察します。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,300円（1名）
●定員／8家族 活動しやすい服装（長袖、長ズボン）、運動靴、帽子、タオル、虫よけ対策、飲み物等、マスク

1.5

16：15～17：459/17 土

木曽川水園じゃぶじゃぶの河原にすむ水生昆虫（トビケラやカゲロウ等）やエビ等を採集し観察します。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,000円（1名）
●定員／8家族 ぬれてもよい靴(サンダル不可)or長靴、帽子、タオル、着替え、飲み物、虫よけ対策、マスク

水の生きもの観察102 1.5

10：00～11：308/22 月

木曽川水園内でカメムシの仲間を探し観察します。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,000円（1名）
●定員／8家族 活動しやすい服装、運動靴、タオル、飲み物、虫よけ対策、マスク

カメムシ観察107 1.5

13：30～15:008/28 日

木曽川の支流に入ってオイカワやヨシノボリなど初秋の川の生きものを採って観察しよう！
採り方も伝授します。
●参加対象／親子（小学生は保護者参加）　●参加費／1,300円（1名）　●定員／8家族
ぬれてもよい靴(サンダル不可)、帽子、タオル、着替え、飲み物、虫よけ対策、熱中症対策、マスク

初秋の木曽川の生きものさがし

113

葉っぱを使って、オリジナルのマイバッグを作ります。マイバッグ作りを通して葉っぱを観察しよう。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,300円（1作品）
●定員／8家族 マスク、汚れてもよい服装

葉っぱでつくろう！ オリジナルマイバッグ101 1.5

13：30～15：008/21 日

アロマ（オレンジスイート）の効能で安眠効果が期待できるルームスプレーを作ってみよう！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

「安眠」のルームスプレー104

外国では侵略的外来生物として呼ばれている葛（クズ）を園内で探して観察。問題点を考えてみましょう。
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者参加）　●参加費／1,000円（1名）
●定員／8家族 活動しやすい服装、運動靴、タオル、飲み物、虫よけ対策、マスク

侵略的外来生物？ 葛
クズ

105 1.5

10：00～11：308/27 土

10：00～11：008/27 土

お気に入りのはっぱを見つけて、自分だけのしおりを作ろう！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／900円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

はっぱのしおりづくり106

1

10：00～11：008/29 月

地震のときに起きる『液状化』はなんで起きるの？ 実験装置を作って試してみましょう！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 500㎖炭酸飲料ペットボトル1本、マスク

1

1

13：30～14：308/30 火

身近なキツツキ「コゲラ」のバッジを作りながら、コゲラのことに詳しくなろう！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 マスク、汚れてもよい服装

身近なキツツキ！ コゲラのバッジづくり

110 1

10：00～11：008/31 水

おしゃれなネクタイが特徴的な鳥「シジュウカラ」のバッジを作りながら、シジュウカラのことに詳しくなろう！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 マスク、汚れてもよい服装

おしゃれなネクタイ！？ シジュウカラのバッジづくり

111

1

野鳥の声を真似たバードコールを作って鳴らしてみよう！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

バードコールづくり

116

1

13：30～14：308/31 水

「スズメ」のバッジを作りながら、スズメのことに詳しくなろう！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 マスク、汚れてもよい服装

スズメのバッジづくり

112

10：00～11：008/24 水

1

マスク
自然発見館で展示している水槽の魚のためのバックヤードをのぞき、「エサやり」をして、
魚の生態や適応について学んでみましょう！
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者参加） ●参加費／1,000円（１名） ●定員／限定12名

限定12名限定12名 おさかなバックヤードツアー

114

限定12名限定12名

10：00～11：009/3 土

13：30～14：009/3 土

13：30～14：008/24 水

13：30～15：30
13：30～15：30

 10：00～12：009/ 3 土

9/ 3 土

9/ 23 金
祝

※タモ・水槽・ライフジャケットは主催者側でご用意いたし
　ますのでお手軽にご参加できます。

※閉園後の終了のため中央駐車場へ車をおとめください。
※虫網、観察ケース、ミルビン等はこちらで用意いたします。

（雨天増水時中止）

（雨天中止）

ゴキブリ観察

123

木曽川水園を回りながら、ゴキブリを探し、観察。Gの知られざる生態を探りたいと思います。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,000円（1名）
●定員／8家族 活動しやすい服装、運動靴、帽子、タオル、飲み物、軍手、虫よけ対策、マスク

1.5

10：00～11：309/18 日

13：30～14：159/18 日

秋の昆虫観察

125

木曽川水園にて季節の昆虫を採集、観察します。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,000円（1名）
●定員／8家族 活動しやすい服装、運動靴、帽子、タオル、飲み物、虫よけ対策、マスク

1.5※虫網、観察ケース、ミルビン等はこちらで用意いたします。
（雨天中止）

45

ミニオカリナの絵付け体験

129

アクセサリーや防犯笛としても使えるミニオカリナの絵付けを行います。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,200円（1作品）
●定員／8家族

バッタリンピック

128

木曽川水園にてバッタを観察・採集した後、バッタを飛ばして、飛距離などをくらべます。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,000円（1名）
●定員／8家族

1.5（雨天中止）

13：30～15：009/19月
祝

10：00～11：309/19月
祝

空気の力

127

空気にも重さがあり力がある？ 空気を少なくしたらどうなる？ 空気砲を作ったり実験したりの1.5時間です。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）
●参加費／1,000円（1名）+400円（実験材料費1セット）　●定員／8家族

持帰り用の袋、マスク

活動しやすい服装、歩きやすい靴、帽子、タオル、飲み物、マスク

持帰り用の袋、マスク

1.5

1.5

10：00～11：309/23 金
祝

10：00～11：309/24 土

身近なハンター！ クモの不思議

131

様々な方法で獲物を狩るハンター「クモ」。みんな糸を使う？ 観察からクモの不思議に迫ります。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,300円（1名）
●定員／8家族

1.5

動きやすい服装、帽子、タオル、飲み物、マスク16:45～18:159/24 土

10：00～11：009/24 土

1おしゃれなネクタイ！？ シジュウカラのバッジづくり

132

おしゃれなネクタイが特徴的な鳥「シジュウカラ」のバッジを作りながら、シジュウカラのことに詳しくなろう！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 マスク、汚れてもよい服装

活動しやすい服装、運動靴、帽子、タオル、虫よけ対策、飲み物、マスク

10：00～11：009/25 日

1スズメのバッジづくり
「スズメ」のバッジを作りながら、スズメのことに詳しくなろう！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 マスク、汚れてもよい服装13：30～14：309/25 日

13：30～15：009/25 日

カマキリをさがそう

133

カマキリってどんな昆虫？ 園内でカマキリをさがし、観察します。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,000円（1名）
●定員／8家族

1.5

滑石という軟らかい石を削ったり、磨いたりしてオリジナルの勾玉を作ってみよう。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,200円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク13：30～15：009/24 土

9/10 土

9/19 月
祝

13：30～15：00
8/1 5 月

8/ 26 金

10：00～11：008/1 2 金

8/ 25 木

13：30～15：008/1 1
8/ 25 木

13：30～15：00
9/1 1 日

9/ 23 金
祝

予約不要マーク があるもの以外、すべて事前申込制の先着順受付です。
お電話（9：00から）、または直接自然発見館カウンター（9:30から）にてお申込下さい。尚、お申
込の際は、以下の項目をお伝え下さい。※初日は電話のみの受付です。
　 イベント名と実施日・時間　　 お名前と学年（大人・高校生・中学生・小学1～6年生、年少～年長）

　 ご住所（市町村名までで結構です）　　 お電話番号
1
3

2
4

予 約 不 要

●　　は、観察・野外活動系イベントです。　は、ワークショップ・実
験系イベントです。どちらも会場内に入られる参加対象の方(保
護者も含む)お1人様あたりに参加費がかかります。
●　　は、クラフト・食育系イベントです。制作1作品あたりについて
参加費がかかります。(一部、例外あり) 
●状況により、プログラム内容を予告なく変更する場合がございます。
●参加者全員で活動を進めますので、全員で開始時間にスタートで
きるようにご協力下さい。

地震と液状化108 実験

109

色イロひかるドロ団子（青）
特別な土をつかってピカピカのドロ団子作り。今回は青色に挑戦だ！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,200円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、汚れてもよい服装、マスク

1.5

13：30～15：009/10 土

118

少雨実施

木
祝

祝

※閉園後の終了のため中央駐車場へ車をおとめください。
（少雨実施）



※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

素朴な音を奏でる木のカスタネットを手作りします。
●参加対象／幼児（年少～年長）と保護者　●参加費／1,000円(1作品)
●定員／8家族 底辺がはがきサイズくらいの箱、マスク

さまざまな虫を探して、じっくり観てみよう。
●参加対象／幼児（年少～年長）と保護者 ●参加費／900円（1名） ●定員／8家族
長袖長ズボン、運動靴、帽子、タオル、飲み物、虫よけ対策、マスク

むしムシ、むしっこ3

木のカスタネットづくり1

10：00～11：00

土

10：00～11：30
9/10

日

10：00～11：30
9/18

いろんなバッタのなかまを探してみよう！ どんな姿のバッタがいるかな？
●参加対象／幼児（年少～年長）と保護者 ●参加費／900円（1名） ●定員／8家族

ばったばった、ど～こ？4

10：00～11：30
9/19

2

じゃぶじゃぶの河原でエビなどの水の生きものをさがそう！
●参加対象／幼児（年少～年長）と保護者 ●参加費／900円（1名） ●定員／8家族
ぬれてもよい靴(サンダル不可)、活動しやすい服装、帽子、タオル、着替え、飲み物、虫よけ対策、マスク

じゃぶじゃぶエビさがし2

長袖長ズボン、運動靴、帽子、タオル、飲み物、虫よけ対策、マスク

（雨天中止）

（雨天中止）

（雨天中止）

「幼児」のためのプログラム
7月分は6月9日（木）より、8月分は7月8日（金）より、9月分は8月19日（金）より受付

開始日

参加対象 幼児（年少～年長）と保護者

初日は電話のみの受付

※参加対象未満は入場不可
自然発見館周辺の自然を活かして、小さなお子さんが参加できる「幼児」のためのプログラムを実施しております。安全安心な国営公園で、親子一緒に自然や工作をたのしみませんか？

自然
発見館の

10：00～11：007/2 土

ローズマリーの石鹸づくり6
アロマで有名なローズマリーを使って、肌にやさしく使って楽しいハーブ石鹸を作ります。
●参加対象／4歳から大人（小学生以下は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

7月

※虫網、観察ケースなどは主催者側でご用意いた
　しますのでお手軽にご参加できます。

※虫網、観察ケースなどは主催者側でご用意
　いたしますのでお手軽にご参加できます。

※タモ・水槽は主催者側でご用意いたし
　ますのでお手軽にご参加できます。 1.5

1.5

1.5

7/28 木

8/19 金

19 夜空に舞う！ コウモリの不思議

8月 お申込み受付 7月8日より7月8日

1.5
たくさんのコウモリが飛びまわる木曽川水園でコウモリ探知機を使って彼らの不思議な生態に迫りましょう！
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者参加)　●参加費／1,300円(1名)
●定員／8家族 長袖長ズボン、動きやすい靴、懐中電灯、虫よけ対策、マスク

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

活動しやすい服装、歩きやすい靴、帽子、飲み物、持帰り用の袋、マスク

河原でお気に入りの石を拾ったあと、室内にてピカピカな石標本づくりを行います。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／900円（1作品）
●定員／8家族

39 石標本づくり～河原の石をピカピカに仕上げよう～ 1.5

※写真はイメージです。

1

月
祝

木曽川水園の北側を流れる新境川に入り、エビやヨシノボリ等の川の生きものをさがしたり、観察したりします。
●参加対象／幼児（年少～年長）と保護者 ●参加費／1,300円（1名） ●定員／8家族

おさかな、ど～こ？5

ぬれてもよい靴(サンダル不可)、活動しやすい服装、帽子、タオル、着替え、飲み物、虫よけ対策、マスク

※タモ、水槽、ライフジャケットは主催者側でご用意
　いたしますのでお手軽にご参加できます。

10：00～12：00
9/23
（雨天増水時中止）

金
祝

1

1

1

1

13：30～15：007/2 土

スケルトンリーフのハーバリウム8
葉っぱの「葉脈」でハーバリウムを作ります。インテリアにもぜひどうぞ♪
●参加対象／小3から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,200円(1作品)
●定員／8家族 持帰り用の袋、(あれば)使い古しのハブラシ、ゴム手袋、マスク

蛍石のペンダントづくり（緑系）7
蛍石等を使って実験を行った後、ペンダントを作ります。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,400円（1作品）
●定員／8家族 タオル、マスク

1.5

1.5

13：30～14：007/3 日

「集中力」を高めるルームスプレー
アロマ（ローズマリー）の効能で集中力を高める効果が期待できるルームスプレーを作ってみよう！
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

10：00～11：007/3 日

9
自然発見館で展示している水槽の魚のためのバックヤードをのぞき、「エサやり」をして、魚の
生態や適応について学んでみましょう！　●参加対象／小1から大人(小学生は保護者参加）
●参加費／1,000円（1名）　●定員／限定12名 マスク

7/27水
13：30～15：007/  2 土

バードコールづくり
野鳥の声を真似たバードコールを作って鳴らしてみよう！
●参加対象／小１から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

1.5

1.5

1.5

1.5

7/27水

10：00～11：00

13：30～14：30

7/  3 日

おさかなバックヤードツアー限定12名限定12名

10

11 30

13：30～15：007/3 日

色イロひかるドロ団子（青）
特別な土をつかってピカピカのドロ団子作り。今回は青色に挑戦だ！
●参加対象／小１から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,200円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、汚れてもよい服装、マスク

12

10：00～11：007/10 日

光のプリズムをつくろう
光って何だろう?! 光の謎を解き明かし、虹の見える簡単な分光器を作ります。
●参加対象／4才から大人（小学生以下は保護者同伴）　●参加費／900円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

14

1

13：30～15：007/10 日

葉っぱでつくろう！ オリジナルマイバック
葉っぱを使って、オリジナルのマイバックを作ります。マイバック作りを通して葉っぱを観察しよう。
●参加対象／小1から大人（小学生以下は保護者同伴）　●参加費／1,300円（１作品）
●定員／8家族 マスク、汚れてもよい服装

15

13：30～15：007/10 日
滑石という軟らかい石を削ったり、磨いたりしてオリジナルの勾玉を作ってみよう。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,200円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

16

10：00～11：007/16 土

飛ぶ宝石！ カワセミのバッジづくり
飛ぶ宝石と呼ばれる美しい鳥「カワセミ」のバッジを作りながら、カワセミのことに詳しくなろう！
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 マスク、汚れてもよい服装

17

13:30～15:007/16 土

勾玉づくり（白）
滑石という軟らかい石を削ったり、磨いたりしてオリジナルの勾玉を作ってみよう。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

18

10:00～12:00
13:30～15:307/  9 土

10:00～12:00
13:30～15:30

10:00～12:00
13:30～15:307/31 日

夏の木曽川の生きものさがし
木曽川の支流に入ってオイカワやヨシノボリなど夏の川の生きものを採って観察しよう！
採り方も伝授します。
●参加対象／親子(小学生と保護者参加）　●参加費／1,300円（1名）
●定員／8家族

※タモ・水槽・ライフジャケットは主催者側でご用意いたしますのでお手軽にご参加できます。

ぬれてもよい靴(サンダル不可)、帽子、タオル、着替え、飲み物、虫よけ対策、
熱中症対策、マスク

13 2

7/18 月
祝

（雨天増水時中止）

18：15～19：457/16 土

（少雨実施）
※閉園後の終了のため中央駐車場へ車をおとめください。

※❶❷は連続では
　ありません。22

昔、絹糸を採るために盛んに飼育されていたカイコを実際に飼育し、繭を作るところや
羽化を観察して記録をつけてみよう。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加） ●定員／8家族
●参加費／1,000円（1名）＋1,000円（飼育1セット）（カイコ5頭＋クワの葉他）※1家族1セット

持帰り用の袋、マスク

21 色イロひかるドロ団子（赤） 1.5
特別な土をつかってピカピカのドロ団子作り。今回は赤色に挑戦だ！
●参加対象／小１から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,200円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、汚れてもよい服装、マスク13：30～15：007/17 日

野鳥の羽を使ってペンを作ろう！ ボールペンと付けペン2種類に挑戦！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族（限定15作品） 汚れてもよい服装、マスク10：00～10：457/17 日

26 つくってあそぼう！ 竹の水てっぽう 1.5

1.5

河の森にある竹を使って、竹の水てっぽうを作ります。体験を通して、竹林の問題について考えます。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,300円（１作品）
●定員／8家族 マスク、ぬれてもよい服装、不要な布やタオル、軍手、持帰り用の袋13：30～15：007/21 木

27 マユから糸へ（黄繭）～糸とり体験～
カイコの繭（まゆ）、黄色繭から糸を取り出し、巻き取ってみよう。糸口を見つけたら最高！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の小袋、マスク

タオル、マスク

10：00～11：007/22 金

帽子、飲物、タオル、マスク10：00～11：307/23 土

24 1.5
川に捨てられているごみはどこに行くのでしょうか？ 体験を通して川のごみについて考えます。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／900円（1名）
●定員／8家族 筆記用具、マスク10：00～11：307/21 木

23 「本物!」恐竜スピノサウルスの歯の化石発掘体験
「本物」の恐竜スピノサウルスの歯の化石を自分の手で、発掘してみませんか？
●参加対象／小1から小6（お子さんのみの入室となります。）
●参加費／3,000円（１作品）　●定員／12名
マスク、水泳用ゴーグル、汚れてもよい服装

20 羽ペンづくり限定15作品限定15作品 石のキーホルダーづくり限定10作品限定10作品

カイコの自由研究

13:30～14:30❷7/23 土

7/21 木 10:00～11:00
7/22 13:30～14:30金

7/25 10:00～11:00月

10:00～11:00❶7/18 月
祝

1

1

❶3or4令幼虫からスタート（脱皮の様子から観察）
❷終令幼虫からスタート（繭づくりから観察）

31
❶魚（園内捕獲のオオクチバスの冷凍保存）
❷カエル（園内捕獲のウシガエルの冷凍保存）※双方とも特定外来生物

❸冷凍ヒヨコ。❹冷凍マウスの解剖を実施。
生きものの体の仕組みの違い、命や生物の進化・多様性を学びます。
※冷凍ヒヨコと冷凍マウスは、動物飼育用に餌として販売されているものを使用しますので、
　あらかじめご了承願います。
●参加対象／小5から大人（小中学生は保護者参加）　●定員／8家族
●参加費／3,300円（1名）+1,000円（解剖教材費1セット）
汚れてもよい活動しやすい服装、タオル、飲み物、ゴム手袋（薄手：4回分）、マスク

生きものの体の仕組みを調べよう～解剖の世界～4回連続
講座

1

夏休み限定 こども講座

25 「本物!」モササウルスの歯の化石発掘体験
「本物」のモササウルスの歯の化石を自分の手で、発掘してみませんか？
●参加対象／小1から小6（お子さんのみの入室となります。）
●参加費／3,000円（１作品）　●定員／12名
マスク、水泳用ゴーグル、汚れてもよい服装

7/21 木 13:30～14:30
7/22 10:00～11:00金

7/25 13:30～14:30月

1夏休み限定 こども講座

ビーチコーミングで考える川のごみ

1

28 蛍石のペンダントづくり（紫・ミックス系）
蛍石等を使って実験を行った後、ペンダントを作ります。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,500円（1作品）
●定員／8家族7/29金

13：30～15：00
7/22金

29 自由研究おたすけ！ 樹木の葉っぱ図鑑
お気に入りの葉っぱを集めて、自分だけのオリジナル図鑑を作っちゃおう！
●参加対象／小１から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／900円(1作品)
●定員／8家族

(あれば)使い古しのハブラシ、ゴム手袋、マスク13：30～15：007/23 土

1.530 自由研究おたすけ！ 「葉脈」の標本づくり
葉脈ってなんだろう？ どんな役割をしているの？ 葉っぱの仕組みを大解剖!?
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円(1作品)
●定員／8家族

軍手、活動しやすい服装、帽子、歩きやすい靴、飲み物、持帰り用の袋、マスク

活動しやすい服装、運動靴、帽子、タオル、飲み物、虫よけ対策、ゴム手袋、マスク10：00～11：307/26 火

1.534カタツムリ観察
カタツムリってどんな生きもの？ 1回目は木曽川水園内でカタツムリをさがして観察と実験。その不思議
な生態を探ります。 ●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加） ●参加費／1,000円（1名）
●定員／8家族

帽子、飲み物、タオル、マスク10：00～11：307/26 火

13：30～14：307/26 火

13：30～15：007/26 火

1.5

1.5

35 花の分解図鑑
身近にある花を分解して、仕組みを調べてみませんか？ 顕微鏡を使った観察もしてみよう！
●参加対象／小3から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,000円（1名）
●定員／8家族

10：00～11：307/24 日

1.532 植物標本を作ってみよう！
木曽川水園にて植物を採取した後、電子レンジを使った植物標本を作製します。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／900円（1作品）
●定員／8家族

（雨天中止）

持帰り用の袋、マスク13：30～14：007/24 日

33 かわいくエコ！ 蜜ろうラップづくり
減らそうプラスチック！ 繰り返し使える、エコでかわいい「蜜ろうラップ」を作ります。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／900円（1作品）
●定員／8家族

30

持帰り用の袋、汚れてもよい服装、マスク

37 色イロひかるドロ団子（黄）
特別な土をつかってピカピカのドロ団子作り。今回は黄色に挑戦だ！
●参加対象／小１から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,200円（1作品）
●定員／8家族

マスク

36 ペットボトル顕微鏡
レーウェンフックの考案した顕微鏡。身近なもの（ペットボトル）を使って簡単な顕微鏡を
作り、小さな世界をじっくりと観察します。  ●参加費／1,000円（1作品）
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）  ●定員／8家族

10：00～10：457/27 水
持帰り用の袋、マスク

38 テーパードミラーの万華鏡づくり
台形の鏡を３枚組み合わせて、不思議な世界を観察できる万華鏡を作り観察します。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族

45

10：00～11：307/28 木
「本物」のモササウルスの歯の化石を自分の手で、発掘してみませんか？
●参加対象／小1から小6（お子さんのみの入室となります。）
●参加費／3,000円（１作品）
●定員／12名

（雨天中止）

マスク、汚れてもよい服装、持帰り用の袋

木曽川の河原でお気に入りの石を選んで、割って、自分だけの石のキーホルダーを作ろう！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族（限定10作品）

40 1.5

※写真はイメージです。13：30～15：007/28 木

マスク、汚れてもよい服装、持帰り用の袋

微生物の力を使って、生ごみを堆肥に変えるコンポスト作りをおこないます。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,500円（１作品）
●定員／8家族

44ごみが減る？ ダンボールコンポストづくり

活動しやすい服装、運動靴、帽子、タオル、飲み物、虫よけ対策、マスク

木曽川水園の田植え前の棚田にて、季節の昆虫等を観察します。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,000円（1名）
●定員／8家族

42 夏の田んぼの生きもの観察 1.5

10：00～11：307/29 金

※ミルビン等観察道具はこちらで用意致します。（雨天中止）

（雨天時：内容を変更して実施）

汚れてもよい服装、マスク

世界中で問題となっているマイクロプラスチックについて知り、
私たちのくらしとの関係を考えましょう。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,000円(1名)
●定員／8家族

41

13：30～14：307/28 木

持ち帰り用の袋、マスク

牛乳パックと虫メガネを使って箱型スクリーンを作り、簡単な光学実験を体感し、風景を見ます。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,300円（1作品）
●定員／8家族

56 虫メガネで作ろう! 箱カメラ

10：00～11：308/3 水

軍手、マスク

クラフトナイフを使って小枝を削り、オリジナルボールペンを作ります。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（１作品）　
●定員／8家族

58 小枝のボールペンづくり

13：30～14：308/3 水

マイクロプラスチック地球環境問題ワークショップ

夜の観察会～セミの羽化観察～

1

汚れてもよい服装、軍手、マスク

土の中に暮らす小さな生きものを観察します。どんな生きものが見られるかな！？
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,000円（1名）
●定員／8家族

43 のぞいてみよう！ 土に暮らす生きもの 1.5

10：00～11：307/29 金

13：30～14：307/29 金

活動しやすい服装、歩きやすい靴、帽子、飲み物、持帰り用の袋、マスク

木曽川水園内で様々なタネを観察した後、室内にて、カエデなどのタネの模型を作成します。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／900円（1作品）
●定員／8家族

45 飛ぶタネのフシギを知ろう！

10：00～11：007/30 土

18：15～19：457/30 土
活動しやすい服装、歩きやすい靴、懐中電灯、飲み物、マスク

セミはどうやって羽化するの？ 夏の夜に羽化する、セミの仲間を探して観察します。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,300円（1名）
●定員／8家族

46 1.5（雨天中止）

ソーラーカーをつくろう実験

持帰り用の袋、活動しやすい服装、運動靴、帽子、飲み物、マスク

親子で簡単な発電の実験や、実験用ソーラーカーを作って光エネルギーを体験します。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／2,000円（1作品）
●定員／8家族

47 1.5

13：30～15：007/31 日

※雨天時は実施内容が変更となります。

ソーラーカーをつくろう実験

持帰り用の袋、活動しやすい服装、運動靴、帽子、飲み物、マスク

親子で簡単な発電の実験や、実験用ソーラーカーを作って光エネルギーを体験します。
※雨天時は実施内容が変更となります。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）
●参加費／2,000円（1作品）
●定員／8家族

50 1.5

1

1

持帰り用の袋、マスク

鏡の実験を行った後、ミラーシートとマジカルフィルムを使って、不思議な空間を作ってみましょう。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,400円（1作品）
●定員／8家族

48 立体万華鏡づくり 1.5

8/11 10：00～11：30
8/  1 月

マスク、水泳用ゴーグル、汚れてもよい服装

「本物」のアンモナイトの化石を自分の手で、発掘してみませんか？
●参加対象／小1から小6（お子さんのみの入室となります。）　●参加費／2,000円（１作品）
●定員／12名

49 「本物!」アンモナイト化石発掘体験

8/8 月

10：00～11：00

13：30～14：30

8/ 1 月

夏休み限定 こども講座 1

マスク、水泳用ゴーグル、汚れてもよい服装

「本物」の恐竜スピノサウルスの歯の化石を自分の手で、発掘してみませんか？
●参加対象／小1から小6（お子さんのみの入室となります。）
●参加費／3,000円（１作品）　●定員／12名

57 「本物!」恐竜スピノサウルスの歯の化石発掘体験

8/ 4 木

10：00～11：00

13：30～14：30

8/ 3 水

8/10 水 10：00～11：00

夏休み限定 こども講座 1

マスク、水泳用ゴーグル、汚れてもよい服装

石化した樹脂である「本物」の琥珀(こはく)を自分の手で、発掘してみませんか？
●参加対象／小1から小6（お子さんのみの入室となります。）　●参加費／2,500円（１作品）
●定員／12名

51 「本物!」琥珀発掘体験夏休み限定 こども講座 1

13：30～14：308/1 月

活動しやすい服装、歩きやすい靴、帽子、飲み物、持帰り用の袋、マスク

木曽川水園内で様々なタネを観察した後、室内にて、カエデなどのタネの模型を作成します。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／900円（1作品）
●定員／8家族

52 飛ぶタネのフシギを知ろう！ 1

1

10：00～11：008/2 火

帽子、飲物、タオル、マスク

お気に入りの葉っぱを集めて、自分だけのオリジナル図鑑を作っちゃおう！
●参加対象／小１から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／900円(1作品)
●定員／8家族

53 自由研究おたすけ！ 樹木の葉っぱ図鑑

10：00～11：308/2 火

1.5

マスク、汚れてもよい服装、持帰り用の袋

微生物の力を使って、生ごみを堆肥に変えるコンポスト作りをおこないます。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,500円（１作品）
●定員／8家族

54ごみが減る？ ダンボールコンポストづくり

13：30～14：308/2 火

1.5

1.5

(あれば)使い古しのハブラシ、ゴム手袋、マスク

葉脈ってなんだろう？ どんな役割をしているの？ 葉っぱの仕組みを大解剖!?
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円(1作品)
●定員／8家族

55 自由研究おたすけ！ 「葉脈」の標本づくり

13：30～15：008/2 火

1

※写真はイメージです。

59 「本物!」モササウルスの歯の化石発掘体験夏休み限定 こども講座 1

8/ 4 木 10：00～11：00

13：30～14：308/ 3 水

8/10 水 13：30～14：30 マスク、水泳用ゴーグル、汚れてもよい服装

特別な土をつかってピカピカのドロ団子作り。今回は青色に挑戦だ！
●参加対象／小１から大人（小学生は保護者同伴）
●参加費／1,200円（1作品）
●定員／8家族

8/19 金 13：30～15：00

8/ 5 金

8/27 土 持帰り用の袋、汚れてもよい服装、マスク

持帰り用の袋、マスク

アロマで有名なローズマリーを使って、肌にやさしく使って楽しいハーブ石鹸を作ります。
●参加対象／4歳から大人（小学生以下は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族

60 ローズマリーの石鹸づくり

10：00～11：008/4 木

1

マスク、汚れてもよい服装

飛ぶ宝石と呼ばれる美しい鳥「カワセミ」のバッジを作りながら、カワセミのことに詳しくなろう！
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族

61 飛ぶ宝石！ カワセミのバッジづくり

13：30～14：308/4 木

1

持帰り用の袋、マスク

木と紙で手のひらにのるコンパクトな行灯を作り、お盆の夜を楽しんでみませんか？
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,800円（1作品）
●定員／8家族

67ミニ行灯づくり

13：30～15：008/6 土

持帰り用の袋、マスク

空気にも重さがあり力がある？ 空気を少なくしたらどうなる？ 空気砲を作ったり実験した
りの1.5時間です。 ●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●定員／8家族　
●参加費／900円（1名）+400円（実験材料費1セット）

64 空気の力

13：30～15：008/5 金

持帰り用の袋、マスク

光って何だろう?! 光の謎を解き明かし、虹の見える簡単な分光器を作ります。
●参加対象／4歳から大人（小学生以下は保護者同伴）　●参加費／900円（1作品）
●定員／8家族

63 光のプリズムをつくろう 1

活動しやすい服装、運動靴、帽子、タオル、飲み物、虫よけ対策、マスク

木曽川水園にて季節の昆虫を採集、観察します。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,000円（1名）
●定員／8家族

62 夏の昆虫観察

8/23 火
10：00～11：30

8/  5 金

8/21 日
10：00～11：00

8/ 5 金

8/28 日

8/  6 土

マスク、汚れてもよい服装

目白押しでおなじみ「メジロ」のバッジを作りながら、メジロのことに詳しくなろう！
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族

汚れてもよい服装・ゴム手袋・エプロン、持帰り用ビニール袋、マスク

75 目白押し！？ メジロのバッジづくり 1

8/30 火

13：30～14：30

10：00～11：00

8/ 9 火

65 色イロひかるドロ団子（青）

※虫網、観察ケース、ミルビン等はこちらで用意致します。（雨天中止） 1.5

1.5

1.5

1.5

持帰り用の袋、(あれば)使い古しのハブラシ、ゴム手袋、マスク

葉っぱの「葉脈」でハーバリウムを作ります。インテリアにもぜひどうぞ♪
●参加対象／小3から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,200円(1作品)
●定員／8家族

70 スケルトンリーフのハーバリウム 1.5

マスク、長袖・長ズボン、虫よけ対策

夜になると動き出す生きものや日中とは違う夜の姿をみんなで観察してみよう！
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者参加）　●参加費／1,300円（1名）
●定員／8家族

68 夜の生きもの観察

18：15～19：458/6 土

1.5

木曽川の支流に入ってオイカワやヨシノボリなど夏の川の生きものを採って観察しよう！
採り方も伝授します。
●参加対象／親子(小学生と保護者参加）
●参加費／1,300円（1名）　●定員／8家族
ぬれてもよい靴(サンダル不可)、帽子、タオル、着替え、飲み物、虫よけ対策、熱中症対策、マスク

66 夏の木曽川の生きものさがし
10:00～12:00
13:30～15:30

10:00～12:00
13:30～15:30

2※タモ・水槽・ライフジャケットは主催者側でご用意いたし
　ますのでお手軽にご参加できます。（雨天増水時中止）

（雨天中止）
※閉園後の終了のため中央駐車場へ車をおとめください。

動きやすい服装、歩きやすい靴、持帰り用の袋、マスク

葉っぱの色を取り出す実験を通して、葉っぱが持つチカラの不思議に迫ります！ 家でも繰り返し実験できます。
●参加対象／小3から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族

69

10：00～11：308/7 日

13：30～15：008/7 日

マスク、汚れてもよい服装

丸くてかわいい「エナガ」のバッジを作りながら「エナガ」に詳しくなろう。
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）
●定員／8家族

74 黒白ピンク!? エナガのバッジづくり

10：00～11：008/9 火

マスク、水泳用ゴーグル、汚れてもよい服装

「本物」の三葉虫(さんようちゅう)の化石を自分の手で、発掘してみませんか？
●参加対象／小1から小6（お子さんのみの入室となります。）　●参加費／2,500円（１作品）
●定員／12名

72

1.5

活動しやすい服装、運動靴、帽子、タオル、飲み物、マスク

園内でクマムシがいそうなコケを探し顕微鏡で観察。愛くるしい姿に会えるといいね。レベルは高いよ！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,000円（1名）
●定員／8家族

71 顕微鏡観察 クマムシをさがそう

10：00～11：308/8 月

10：00～11：008/8 月

1.5

活動しやすい服装、運動靴、帽子、タオル、飲み物、マスク

木曽川水園にてミジンコを採集して、顕微鏡で観察します。なかなかスピーディーな子たちです。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,000円（1名）
●定員／8家族

73 顕微鏡観察 ミジンコ

13：30～15：008/8 月

1.5

「本物!」三葉虫の化石発掘体験夏休み限定 こども講座 1

1

藍という植物の葉っぱを摘んで、ハンカチを藍の生葉で染めます。
●参加対象／小１から大人（小学生は保護者同伴)　●参加費／1,500円（1作品）
●定員／8家族

76 藍の生葉染め

10：00～11：308/10 水

さんようちゅう

※採集及び観察器具等はこちらで用意いたします。

1.5

持帰り用の袋、マスク

ランダムに穴の開けてある竹に、和紙などを貼り、コンパクトな灯篭を作り、夏の夜を楽し
んでみませんか？　●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）
●参加費／1,300円（1作品）　●定員／8家族

77ミニ竹灯篭づくり

13：30～14：308/10 水

1

汚れてもよい服装、マスク

世界中で問題となっているマイクロプラスチックについて知り、私たちのくらしとの関係を
考えましょう。　●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●定員／8家族
●参加費／1,000円(1名)

78

10：00～11：008/11 木

1マイクロプラスチック地球環境問題ワークショップ

葉っぱの色の不思議実験

は、観察・実験・野外活動系ネイチャーイベントです。
※会場内に入られる参加対象の方お１人様あたりに参加費がかかります。
は、クラフト系ネイチャーイベントです。
※制作1作品あたりについて参加費がかかります。(一部、例外あり) 

は、ワークショップ系ネイチャーイベントです。
※会場内に入られる参加対象の方お１人様あたりに
　参加費がかかります。

7/24 日 10:00～11:00
❶魚の解剖

7/24 日 13:30～14:30
❷カエルの解剖

7/25 月 10:00～11:00
❸ヒヨコの解剖

7/25 月 13:30～15:00
❹マウスの解剖

まがたま

こ はく
13:30～15:00

8/22月8/  1 月

8/23火 8/29月

45

1.5

雨天実施 雨天中止 持ち物 45 45分の
プログラム 1.5 1時間30分の

プログラム1 1時間の
プログラム

2時間の
プログラム2アイコン説明 参加対象年齢未満は

保護者参加で入場可
参加対象年齢未満は
入場不可 30 30分の

プログラム少雨実施

木
祝

祝

※閉園後の終了のため中央駐車場へ
　車をおとめください。

1 1.5＋

勾玉づくり（淡ピンク）
まがたま

お申込み受付 6月9日より6月9日
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