
4
検 索国営木曽三川公園

月6
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。

14,000円（1名）
教材費1,500円程

（1名）

14,000円（1名）
教材費6,000円程

（1名）

14,000円（1名）
教材費2,000円程

（1名）

14,000円（1名）
教材費1,500円程

（1名）

13,000円（1名）
教材費1,500円程
（お子様1名）

6,000円（1名）

４歳以上と保護者小1～小3と保護者 幼児（3～5歳児）と保護者小学生以上の親子

8家族（1家族3名まで）

定員を上回る場合は抽選

参加対象外の参加・同伴はできません。

60名程度

定員を上回る場合は抽選。応募が10名に満たない場合は不催。

申込方法
募集要項

4月のイベント
WEBにて

3月10日（金）9：00より受付
※お電話での申込はできません。

5月のイベント 6月のイベント

お 

願 

い

お
申
し
込
み

方
法

●　　は、観察・野外活動系イベントです。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。
●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、中止か否かの判断に
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。

WEBにてすべて事前申込制の先着順受付です。
　 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）

　 メールアドレス　　　お電話番号
1
3

2
4

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。春、気候のよい時期に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
ミツバチがつくる「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。

おさかなクラブ むしむしクラブ 田んぼクラブ 石ころクラブ 糸プロジェクト わくわくクラブ エコパラクラブちびっこタイム♪
～しぜんとあそぼ～

参加
対象

募集
定員

会費

往復はがきに、以下の①～⑤を記入し、返信はがきに代表者の住所・
名前を書いて自然発見館までお送り下さい。

①申込希望クラブ名（※各クラブにより、実施曜日、回数が異なります。）
②参加希望されるご家族全員の名前（ふりがな）と年齢（お子さんの場合は4月からの学年）
③郵便番号・住所　④電話番号
⑤よろしければ参加希望の動機

●送付先　〒501-6021　岐阜県各務原市川島笠田町
 河川環境楽園　自然発見館
●〆　切　令和5年3月17日（金）（必着）
　※締め切り後に、ご案内（抽選の場合はその結果）を送付いたします。

https://kisosansenkoen.jp 〈個人情報の取り扱いについて〉お申し込み・お問い合わ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

日曜日
10：00～11：30

実施日 活動テーマ 活動内容

自然の中で家族や仲間と五感を使って遊びましょう♪
楽しみながら自然や生きものへの興味や関心を広げます！（全12回）

ちびっこタイム♪
～しぜんとあそぼ～

※基本的に少雨天実施（雷雨時及び荒天時は別メニュー）　※内容については変更する場合がございます。※基本的に少雨天実施（雷雨時及び荒天時は別メニュー）　※内容については変更する場合がございます。

おさんぽ♪おさんぽ♪
じっくり　びっくり！ダンゴムシ
むしムシ　むしっこ
じゃぶじゃぶ　えび　さがし
しぜんのかおり
おさかな　ど～こ？
あのね　むしのね
おちば と　あそぼ
みんなでクリスマス
おしょうがつあそび
いしいし　ころころ
おもいでいっぱい　たからばこ

1年活動する、自然いっぱいの水辺で生きものを探しながらおさんぽしましょう♪ ◎
土の生きもの、ダンゴムシを探してじっくりみてみよう
芝生のまわりでいろいろなムシを探してみてみよう
じゃぶじゃぶの川原でエビや水の中の生きものを探そう
自然の中にはどんなにおいがあるのかな？　
川で水の中の生きものを探してみよう　　　　　　
秋に聞こえるのはだれの音？探してみよう
たくさんの落ち葉と遊ぼう
自然素材でクリスマスリースを作ろう ◎
手づくり凧の凧あげをしよう ◎
石や砂って何？遊んでみよう ◎
葉っぱや木の実などをあつめて世界に一つの宝箱を作ろう ◎

実施日 活動テーマ 活動内容

4/15（土）
5/13（土）
6/  3（土）
7/15（土）
8/12（土）
9/  2（土）
10/14（土）
10/29（日）
11/11（土）
12/  2（土）
1/13（土）
2/17（土）

身近にある石、そんな石がどこから来て人とどの様に関わって来たのか、
親子で楽しく学んでみませんか？石ころと流域資源の入門編。（全12回）

石ころクラブ

※基本的に雨天実施（暴風時及び増水時は別メニュー）。その際材料費がかかる場合があります。　※内容については変更する場合がございます。
※上記探訪施設においては、それぞれ入館料、参加費、入山料が別途必要になります。

※基本的に雨天実施（暴風時及び増水時は別メニュー）。その際材料費がかかる場合があります。　※内容については変更する場合がございます。
※上記探訪施設においては、それぞれ入館料、参加費、入山料が別途必要になります。

かつて木曽川周辺は、養蚕や綿織物でさかえ人々の生活を支えていました。自然の恵み「綿
づくり」から生活に生かす「モノづくり」へ、「つながり」を発見する「糸プロジェクト」に参加して
木曽川流域文化の一つを学んでみませんか？（糸づくり染めが中心になります）（全 13回）
◎材料費が必要なもの。

糸プロジェクト

実施日

糸ができるまで
糸紡ぎ
糸紡ぎ・糸染め
糸紡ぎ・糸染め
糸紡ぎ・糸染め
糸紡ぎ・糸染め
糸紡ぎ・糸染め
糸紡ぎ・糸染め
糸紡ぎ・糸染め
糸紡ぎ・糸染め
リースづくり
糸染め・織
織

活動テーマ 活動内容

4/  8（土）
4/29（土）
5/27（土）
6/24（土）
7/  8（土）
7/29（土）
8/19（土）
9/16（土）
10/21（土）
11/18（土）
12/  9（土）
1/20（土）
2/10（土）

※基本的に雨天実施（雷雨時は別メニュー）。その際材料費がかかる場合があります。　※内容については変更する場合がございます。※基本的に雨天実施（雷雨時は別メニュー）。その際材料費がかかる場合があります。　※内容については変更する場合がございます。

川原の石
砂
流域探訪Ⅰ
磨いて調べる化石
石の利用Ⅰ
流域探訪Ⅱ
石の利用Ⅱ
流域探訪Ⅲ
蛍石の性質
流域探訪Ⅵ
鉱物の性質
鉱物の性質

石の成り立ちと分類・川原で石探し
砂の中から鉱物探し ◎
瑞浪市化石採取・レプリカ作り （現地集合現地解散、要入館入山料）
化石を磨いてストラップ作り ◎
石の道具体験 ◎
根尾谷地震断層館・川原で石探し （現地集合現地解散、要入館入山料）
石割り体験 ◎
下呂金山蛍石採取 （現地集合現地解散、要入館入山料）
採取した蛍石でペンダント作り ◎
中津川市鉱物博物館・水晶採取・標本作り （現地集合現地解散、要入館入山料）
蛍光、屈折 ◎
劈開 ◎

実施日 活動テーマ 活動内容

4/  9（日）
5/14（日）
6/  4（日）
7/  9（日）
8/  6（日）
9/10（日）

10/  1（日）
10/22（日）
11/26（日）
12/10（日）
1/28（日）
2/  4（日）

魚などの水辺の生きものや川について、ご家族で楽しみながら学びます。（全12回）
◎材料費が必要なもの。
●雨天時には活動テーマや内容を変更してクラフトなどを実施。（別途材料費が必要） ◎材料費が必要なもの。

◎材料費が必要なもの。

草むらや水辺の昆虫を、ご家族で採集や観察したり、実験や標本を作ったりして、楽しみながら学びます。（全12回）
◎材料費が必要なもの。
●雨天時には活動テーマや内容を変更してクラフトなどを実施。（別途材料費が必要）

◎材料費が必要なもの。

おさかなクラブ

※内容については変更する場合がございます。アミ、観察ケースは自然発見館にて準備します。※内容については変更する場合がございます。アミ、観察ケースは自然発見館にて準備します。

むしむしクラブ

※内容については変更する場合がございます。アミ、観察ケースは自然発見館にて準備します。※内容については変更する場合がございます。アミ、観察ケースは自然発見館にて準備します。

実施日 活動テーマ 活動内容

4/16（日）
5/20（土）
5/21（日）
7/  2（日）
7/30（日）
8/27（日）
9/17（日）

10/  8（日）
11/12（日）
12/17（日）
12/24（日）
1/21（日）

田んぼを中心に、稲作体験や生きものとのつながり風習など、
農家の一コマを親子で楽しみながら学びます。（全12回）

田んぼクラブ

※基本的に雨天実施（台風、暴風警報除く）雷雨時は別メニュー。その際材料費がかかる場合があります。　※内容については変更する場合がございます。※基本的に雨天実施（台風、暴風警報除く）雷雨時は別メニュー。その際材料費がかかる場合があります。　※内容については変更する場合がございます。
※イネ科アレルギーの方は、申込時にお知らせ下さい。※イネ科アレルギーの方は、申込時にお知らせ下さい。

水生生物観察
川の生きものさがし
ザリガニの観察
川の生きものさがし
顕微鏡観察
川の生きものさがし
川の生きものさがし
川の生きものさがし
魚の解剖
ミニアクアリウム
水園の生きもの救出
水質と水の性質

トビケラ、エビなどの水生生物採取と観察 ●
新境川にて、川の生きもの採取と観察 ●
ザリガニ採取と観察、外来生物の問題 ●
新境川にて、川の生きもの採取と観察 ●
プランクトンの採集と顕微鏡観察
新境川にて、川の生きもの採取と観察 ●
新境川にて、川の生きもの採取と観察 ●
新境川にて、川の生きもの採取と観察 ●
魚の解剖とからだの仕組観察 ◎
小さな生態系（水草、エビ） ◎
水抜き清掃に伴う放流魚の救出
水質調査と水の実験 ＆ 救出魚の放流

実施日 活動テーマ 活動内容

4/23（日）
5/28（日）
6/11（日）
7/16（日）
7/30（日）
8/20（日）
9/  3（日）
9/24（日）
10/15（日）
11/19（日）
12/17（日）
1/21（日）

水生昆虫観察
昆虫観察
昆虫観察
昆虫観察
セミ羽化観察（夕～夜）
翅の不思議
昆虫観察
昆虫観察
昆虫観察
甲虫標本教室
人と昆虫のつながり
越冬昆虫

トビケラ、カワゲラなどの水生昆虫観察 ●
初夏の昆虫採取と観察 ●
アメンボなどの水生昆虫採取と観察・実験 ●
夏の昆虫採取と観察 ●
セミの羽化観察(17：30～19：30) ●
チョウの翅観察
秋の昆虫採取と観察 ●
秋の昆虫採取と観察 ●
秋の昆虫採取と観察 ●
名和昆虫館 （現地集合現地解散、要入館料） ◎
カイコとミツバチ
昆虫の冬越し

モミまき
田おこし
田植え体験
除草・生きもの観察
除草・生きもの観察
除草・生きもの観察
案山子づくり
稲刈り
脱穀作業
お正月準備
お正月準備
昔の道具（枡）

日曜日10：00～12：00

（7/30は夜の活動）

日曜日
13：30～15：30

綿の種とり、綿打ち、糸紡ぎ
糸紡ぎ
糸紡ぎ、糸染め ◎
糸紡ぎ、糸染め
糸紡ぎ、糸染め
糸紡ぎ、藍の生葉染め ◎
糸紡ぎ、糸染め
糸紡ぎ、糸染め
糸紡ぎ、糸染め
糸紡ぎ、糸染め
ハーブリースとお正月飾り作り ◎
コースター（他）作り ◎
コースター（他）作り

15,000円（1名）
教材費1,000円程

（1名）

15,000円（1名）
教材費5,000円程

（1名）

4/16（日）
5/21（日）
6/18（日）
7/23（日）
8/13（日）
9/17（日）
10/29（日）
11/12（日）
12/  3（日）
1/  7（日）
2/18（日）
3/17（日）

苗床作り（泥こね）、モミまき　　
田んぼでの泥んこ遊び 　　　　
田植え作業
除草＋田んぼの生きもの調査・観察　※午前活動
除草＋田んぼの生きもの調査・観察　※午前活動
除草＋田んぼの生きもの調査・観察　※午前活動
案山子作り・設置
稲刈り、はさ掛け作業
昔の道具を使って脱穀作業
注連縄飾り ◎
ミニ門松 ◎
昔の道具と単位 ◎

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/

土曜日
13：30～15：30

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。）

イベント情報は、コチラ

申込サイトは、コチラ

土曜日
13：30～15：30

実施日 活動テーマ 活動内容

4/16（日）
5/21（日）
6/18（日）
7/16（日）
8/20（日）
9/17（日）

10/  8（日）
11/12（日）
12/17（日）
1/21（日）
2/18（日）
3/17（日）

自然いっぱいの河川環境楽園で、季節行事やゲーム、園内の清掃、飾り付けなども
行い、みんなの手でより親しみやすい公園に育てていくものです。
今回は第24期会員の募集で、自然が好き！河川環境楽園が好き！という方なら
どなたでもOK。つどい会った仲間といっしょに河川環境楽園の四季を満喫してみませんか。（全 12回）

エコパラクラブ

※内容については、変更される場合がございます。ご了承下さい。※内容については、変更される場合がございます。ご了承下さい。

エコパラバッジ ＆ バッグづくり
田植え体験
七夕飾り
水辺の生き物と遊ぼう
竹の工作
かかしづくり
稲刈り体験
脱穀・リースづくり
わら細工・クリスマス会
凧あげ大会
ひな飾り
春の遠足

手作りのバッジを自然の材料で作ります。バッグペイントも楽しみ！
豊作を願って今年も米作りにチャレンジ。
七夕飾りを作ります。小川にササ舟を浮かべて遊ぼう！
新境川で魚や生き物を観察します。どんな生きものがいるのかな？
竹を使って水てっぽうなどの工作を楽しみます。
かかしを作って棚田に飾ります。人気投票のコンクールも楽しみ！
立派に実った稲を収穫。かかしコンクールの結果発表もあります！
昔ながらの方法で脱穀します。クリスマス飾り（リース）も作ります。
縄づくりと正月飾り作り。収穫した新米を炊いて味わおう！
自分で作ったオリジナルの凧をあげます。
自然の材料を使ってひな飾りを作ります。
春を探しに出かけます。どこに行くかは、みんなで決めます。

ネイチャー
イベント

自然発見館の

2 0 2 3 SPRING

年間会員イベント案内年間会員イベント案内

日曜日
10：00～12：00

1つのクラブのお申込につき、必ず一通の往復はがきにてお申込下さい。

●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 ICから車で約20分
　　　　　　　　　　岐阜各務原 IC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

●4月～6月の休館日
　4月10日（月）、5月8日（月）、6月12日（月）

3月1日
～5月31日

9：30～18：00

期 間

時 間

6月1日
～8月31日

9：30～19：00

9月1日
～2月末日

9：30～17：00

実施日 活動テーマ 活動内容

4/  1（土）
4/22（土）
5/13（土）
6/10（土）
7/  1（土）
8/  5（土）
9/  9（土）
10/  7（土）
11/  4（土）
11/25（土）
12/16（土）
1/  6（土）
2/  3（土）

工作や観察、農体験等をとおして、自然の恵みや人とのつながりを学びます。
（全 13回）

わくわくクラブ

※基本的に少雨天実施（雷雨時及び荒天時は別メニュー）　※内容については変更する場合がございます。※基本的に少雨天実施（雷雨時及び荒天時は別メニュー）　※内容については変更する場合がございます。

光
虫メガネ
土
石
水
植物
生きもの
音
火
空気
感謝
風
静電気

鏡を使って光の実験 ＆ じゃがいも植え付け ◎
虫メガネを使って観察と工作 ◎
さつまいも植え付け（他） ◎
石のペンダント作り ◎
水の実験 ＆ じゃがいも収穫
藍の生葉染め ◎
ザリガニ
音の実験 ＆ さつまいもの収穫
やきいもでほっこりタイム
空気の不思議な力を体験しよう ◎
リース ＆ お正月飾り作り ◎
凧あげして風の力を感じよう ◎
静電気を使った遊びや実験

◎材料費が必要なもの。

土曜日
10：00～12：00

日曜日
10：30～15：00

WEBにて

4月14日（金）9：00より受付
※お電話での申込はできません。

WEBにて

5月12日（金）9：00より受付
※お電話での申込はできません。

※保護者の方も、申込と会費が必要になります。

案内看板
案内看板を目印に
お越しください。
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ダンゴムシってどんな生きもの？ダンゴムシを探してじっくり見てみよう！（雨天中止）
●参加対象／幼児(年少～年長)と保護者　●参加費／1,000円（1名）
●定員／8家族 汚れてもよい動きやすい服装と靴、飲み物、タオル、帽子、マスク

じっくり、びっくり！ダンゴムシ2

10：00～11：30
5/4

10：00～11：30

1.5

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！（雨天中止）
●参加対象／幼児（年少～年長）と保護者 ●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)、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3

「幼児」のためのプログラム

4月分は3月10日㈮9:00より、5月分は4月14日㈮9:00より、6月分は5月12日㈮9:00より受付
開始日

参加対象 幼児（年少～年長）と保護者
※参加対象以外の方は入場できません

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？

10：00～11：304/2 日

蛍石のペンダントづくり（緑系）4
蛍石など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 タオル、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します。
●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／1,000円（1名）+400円（実験材料費1セット）　

ツバキやウメでおなじみ！「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　

持帰り用の袋、マスク

13：30～14：304/2 日

10：00～11：004/4 火

汚れてもよい服装、マスク

持帰り用の袋、マスク

4月 お申込受付 WEBにて 3月10日㈮ 9:00より

1.5

日本三大美林のひとつの長野県上松町「赤沢自然休養林」で樹齢300年以上の
天然木曽ヒノキのなかを、専門の自然ガイドとともに散策し、森林浴をしながら
上流の自然や歴史に触れます。（現地集合現地解散、申込後詳細連絡）
●参加対象／大人、自然が好きな小3以上の親子（小学生は保護者参加）
●参加費／1,000円（１名）　●定員／6家族　●受付／WEBにて5/12（金）9：00より
動きやすい服装と靴、帽子、飲み物、虫よけ対策、雨合羽、マスク

新緑の赤沢自然休養林を歩く。
～上流の自然や文化、歴史を感じよう～

1

空気の力5

1.5

1.5

1.5

1.5

かわいい目白押し！？メジロのバッジづくり7

10：00～11：304/2 日

初心者向けの方の野鳥観察会です。過ごしやすい陽気のなか、バードウォッチングを
始めてみませんか？野鳥の探し方や、双眼鏡の使い方など、観察の方法も学びます。
●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、運動靴、帽子、タオル、飲み物、マスク、あれば双眼鏡と図鑑

はじめてのバードウォッチング～春編～6

18「安眠」のルームスプレー
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

13：30～14：004/9 日

1.5（雨天中止）

自然
発見館の

2

春の特別プログラム春の特別プログラム

5/6 土

13：00～15：00
6/10 土

木
祝

WEBからの
申込は
コチラから

WEBでの申込に変わりました。
（電話での申込はできません）

4/2 日 13：30～15：00
4/1 土

バードコールづくり8
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4/22 土

10：00～11：00
4/ 3 月

4/ 3 月

4/22 土

※写真はイメージです。

1

1

持帰り用の袋、マスク

ミニオカリナの絵付け体験9
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4/30 日

13：30～14：30

10：00～11：00

1

持帰り用の袋、マスク

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

1

アイコン説明
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。

10

13：30～14：304/4 火
持帰り用の袋、マスク

ローズマリーの石鹸づくり
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

111

10：00～11：004/5 水
汚れてもよい服装、マスク

身近な猛禽類!?チョウゲンボウのバッジづくり
身近な猛禽類「チョウゲンボウ」のバッジを作りながら、チョウゲンボウ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

112

13：30～14：304/5 水
汚れてもよい服装、マスク

夜の鳥！フクロウのバッジづくり
人気者「フクロウ」のバッジを作りながら、フクロウ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

113

10：00～11：004/8 土
持帰り用の袋、マスク

ラベンダーのエッグポマンダー
ラベンダーポプリと卵の殻を使って、香りのするおしゃれなエッグポマンダーを作ります。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,200円（1作品）
●定員／8家族

1

1

14

13：30～15：004/8 土
持帰り用の袋、汚れてもよい服装、マスク

色イロひかるドロ団子（青）
特別な土を使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／1,400円（1作品）
●定員／8家族

15

1.5

13：30～15：004/9 日
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、マスク

水の生きもの観察
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など）やエビなど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

17

10：00～11：004/9 日
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／5家族

16 おさかなバックヤードツアー限定5家族限定5家族

（少雨実施）

30 38 茶葉を摘んでお茶づくり体験♪
お茶摘みからお茶作りの工程を体験します。お茶作りのヒミツについて知ろう！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,200円（１名）
●定員／8家族

30

19 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／1,100円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

10：00～10：454/15 土

45

20タンポポ博士になろう！
タンポポの花はいくつあるの？綿毛ってどうやってできるの？知られざるタンポポのひみつに迫ろう！
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,200円(1名)
●定員／8家族 歩きやすい靴、動きやすい服装、帽子、マスク

10：00～11：304/15 土

1.5（雨天中止）

21 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／1,200円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

13:30～15:004/15 土

1.5

※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。

22 色イロひかるドロ団子（黄）
特別な土を使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／1,400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

13：30～15：004/16 日

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

24 ハリヨのバッジづくり
絶滅危惧種「ハリヨ」のバッジを作りながら、「ハリヨ」や絶滅危惧種について詳しくなろう。
●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、マスク

10：00～11：004/23日

（小雨決行）23
木曽川水園にはどんな水生生物がいるのだろう？調査と保全活動を楽しもう！
❶水生生物の調査、❷生きものの住む場所の保全活動（草刈りなど）、
❸室内で活動のまとめを作成
●参加対象／小4以上とその保護者(小学生は保護者参加）
●参加費／4,500円（1名）　●定員／4家族
【野外活動時】ぬれてもよい靴（サンダル不可）、帽子、タオル、着替え、飲み物、マスク
❸筆記用具、マスク

13：30～
15：00

❶ 4/22 土

❸ 7/22 土

❷ 6/24 土

まがたま

1.5 ×3

1

25 蛍石のペンダントづくり（紫・ミックス系）
蛍石など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／1,600円（1作品）
●定員／8家族 タオル、マスク

13：30～15：004/23日

27まゆだまのミニこいのぼり
繭玉に色をぬってかわいいミニこいのぼりを作ります。子どもの日、端午の節句にいかがですか？
●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 持帰り用の袋、マスク

10：00～11：004/29土

1

26 絶滅危惧種ハリヨを知ろう～ゲーム＆繁殖期のハリヨ観察～
絶滅危惧ⅠA類のハリヨってどんな生きもの？ふれあい池で繁殖するハリヨを観察したり、
ゲームをしたりしてハリヨについて知ろう。
●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 動きやすい服装、歩きやすい靴、飲み物、マスク

13：30～15：004/23日

祝

32 琥珀玉づくり
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。　●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

1

28ＵＶビーズでストラップづくり
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／1,000円（1作品）
●定員／8家族 マスク

13：30～14：304/29土

1

祝

36 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

10：00～11：005/4 木

1

祝

37 むしむしダンゴムシ
ダンゴムシってどんなムシ？探して観察と実験から不思議な生態に迫ります。
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者参加）　●参加費／1,000円（1名）
●定員／8家族 動きやすい服装、歩きやすい靴、飲み物、マスク

13：30～14：305/4 木

1

祝

30 色イロひかるドロ団子（赤）
特別な土を使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／1,400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

29「安眠」のルームスプレー
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

10：00～10：304/30日

13：30～15：004/30日

31 春の木曽川の生きものさがし
木曽川の支流に入ってドジョウやヤゴなど春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(小学生とその保護者参加）　●参加費／1,500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、マスク

13：30～15：304/30日

2

5月 お申込受付 WEBにて 4月14日㈮ 9:00より

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

※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。

5/5 金
祝 10：00～11：005/3 水
祝

33 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

5/14 日

10：00～11：00

13：30～14：30

5/ 3 水
祝

35 色イロひかるドロ団子（青）
特別な土を使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／1,400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5/27 土

13：30～15：00
5/ 3 水

祝

34 蛍石のペンダントづくり（緑系）
蛍石など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 タオル、マスク

こ はくだまこ はくだま

5/6 土 13：30～15：00
5/3 5/28 日水

祝

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

（雨天中止）

2

13：30～15：305/4 木
祝

汚れてもよい服装、タオル、軍手、水筒、マスク

（雨天中止）

39ミニオカリナの絵付け体験
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

10：00～11：005/5 金
祝

10：00～11：305/6 土

持帰り用の袋、マスク

1

1

1

1

40 蛍石のペンダントづくり（紫・ミックス系）
蛍石など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／1,600円（1作品）
●定員／8家族 タオル、マスク5/7 日

13：30～15：005/5 金
祝

1.5

41 色イロひかるドロ団子（黄）
特別な土を使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／1,400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5/28 日

13：30～15：005/ 5 金
祝

1.5

42 立体万華鏡づくり
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／1,500円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

1.5

46「集中力」のルームスプレー
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

10：00～11：305/7 日

44 顕微鏡観察入門
ふだん見ることのないタンポポの花粉やプランクトンなどの小さな世界を、
顕微鏡で見てみましょう。今後の自由研究のヒントになるかも？
●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、マスク

1.5

1.5

1.5

1.5

10：00～11：005/7 日

13：30～14：005/7 日

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／5家族 マスク

13：30～15：005/6 土

野草を摘んで自分だけのオリジナルスワッグを作ろう！
持って帰ってしっかり乾燥させればおしゃれなインテリアになります。
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴）　●参加費／1,200円（1作品）
●定員／8家族 動きやすい服装、歩きやすい靴、飲み物、持帰り用の袋、マスク

1.5（雨天中止）野草のスワッグづくり43

45 おさかなバックヤードツアー限定5家族限定5家族

30

47 鮮やかな黄色い夏鳥！キビタキのバッジづくり
黄色が鮮やかな夏鳥「キビタキ」のバッジを作りながら、キビタキ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、マスク

10：00～11：005/13 土

48 色イロひかるドロ団子（赤）
特別な土を使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／1,400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

13：30～15：005/13 土

49 実験！枝の蛍光ペン
蛍光色が出る不思議な木を探して、実際に光るかどうか実験！木の不思議を知ろう！
●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 汚れてもよい服装、マスク

10：00～11：005/14 日

1

1

1

50 石のハンコづくり
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／1,200円（1作品）　
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

13：30～14：305/14 日

51 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／1,100円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

10：00～10：455/20土

45

52 フワフワの綿毛のハーバリウム
フワフワの綿毛をそのまま閉じ込めたハーバリウムを作ります。
●参加対象／小3から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,500円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

10：00～11：005/20土

53 草花のたたき染めバッグづくり
木曽川水園に咲いている野の草花を摘んで、オリジナルのたたき染めバッグを作ります。
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,300円（1作品）
●定員／8家族 動きやすい服装と靴、帽子、飲み物、タオル、持帰り用の袋、マスク

13：30～15：005/20土

（雨天中止）

54 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 汚れてもよい服装、マスク

10：00～11：005/21 日

155 黒白ピンク!?エナガのバッジづくり
「エナガ」のバッジを作りながら、エナガ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、マスク

13：30～14：305/21 日

57 探そう！木曽川水園にいるカエル！
木曽川水園にどんなカエルがいるのか探しながら、観察します。観察しながら、カエルの体の不思議を知ろう！
●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 汚れてもよい服装、帽子、水筒、マスク

56 春の木曽川の生きものさがし
木曽川の支流に入ってドジョウやヤゴなど春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(小学生とその保護者参加）　●参加費／1,500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、マスク5/28 日

10：00～12：005/27 土

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

6月 お申込受付 WEBにて 5月12日㈮ 9:00より

10：00～11：306/3 土

「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 汚れてもよい服装、マスク

58 おしゃれなネクタイ！？シジュウカラのバッジづくり

6/3 土 10：00～11：00

6/3 土 13：30～14：30

（雨天中止）

1

1

1

1

1

1

1

1

特別な土を使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／1,400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

59 色イロひかるドロ団子（赤）

6/18 日
13：30～15：006/ 3 土

6/25 日
13：30～15：006/ 4 日

6/11 日
13：30～15：006/10 土

1.5

1.5

1.5

身近で可愛い野鳥「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 汚れてもよい服装、マスク

60 身近で可愛い！スズメのバッジづくり

6/4 日 10：00～11：00

1
香りのよいヒノキを使って、マイ箸を作ってみましょう！（※箸おきは、つきません。）
●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

61

6/4 日 13：30～14：15

6/10 土 10：00～11：00

6/10 土 13：30～15：30

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／1,100円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

62 テーパードミラーの万華鏡づくり 45

特別な土を使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／1,400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

63 色イロひかるドロ団子（青）

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

64 バードコールづくり

蛍石など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 タオル、マスク

65 蛍石のペンダントづくり（緑系）

はしはし
ヒノキのお箸づくり

まがたままがたま
※写真はイメージです。

1.5
特別な土を使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／1,400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

68 色イロひかるドロ団子（黄）

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／1,500円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

66 勾玉づくり（淡ピンク）

※写真はイメージです。

6/11 日 10：00～11：00

6/11 日 13：30～15：00

1.5

1.5

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 持帰り用の袋、マスク

69ミニ行灯づくり

6/17 土 10：00～11：30

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／1,000円（1作品）
●定員／8家族 持帰り用の袋、マスク

70 光のプリズムをつくろう

6/17 土 13：30～14：30

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

74「虫よけ」のルームスプレー

園内に生息するアメリカザリガニを探して捕獲、観察。その不思議な生態と問題点を探ります。
●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 活動しやすい服装、運動靴、タオル、飲み物、マスク

71 身近な外来生物アメリカザリガニ

6/17 土 13：30～15：00

花は昆虫を選んでるの？昆虫は花を選んでる？道具を使って観察しながら花と昆虫の関係に迫りましょう♪
●参加対象／小1から大人(小学生は保護者参加）　●参加費／1,200円（1名）
●定員／8家族 動きやすい服装、歩きやすい靴、飲み物、マスク

67 昆虫からみた花の世界

2

（雨天中止）

雨天時：内容を変更して実施

雨天時：内容を一部
 変えて実施

※閉園後の終了のため中央駐車場へ車を
　おとめください。 （雨天中止） 1.5

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／1,500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

72 夜空に舞う！コウモリの不思議

6/17 土 18：15～19：45

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／5家族 マスク

73

6/18日 10：00～11：00

6/18日 13：30～14：00

おさかなバックヤードツアー限定5家族限定5家族

30

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

75 ローズマリーの石鹸づくり

6/24 土 10：00～11：00

1
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 汚れてもよい服装、マスク

76 飛ぶ宝石！カワセミのバッジづくり

6/25 日 10：00～11：00

春に作ったインセクトホテルにどんな生きものがやってきたか観察します。
●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 汚れてもよい服装、帽子、水筒、マスク

77 のぞいてみよう！インセクトホテルに暮らす生きもの

6/25 日 10：00～11：30

ツバキやウメでおなじみ！「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、マスク

78 かわいい目白押し！？メジロのバッジづくり

6/25 日 13：30～14：30

春の特別プログラム

水生生物のすみかを守ろう3回連続
講座

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
内容を変更
して実施

※写真はイメージです。


