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お 申 し 込 み 受 付 期 間

９月14日（金）より受付
※初日は電話のみの受付

10月のイベント
10月12日（金）より受付
※初日は電話のみの受付

11月のイベント
11月９日（金）より受付
※初日は電話のみの受付

12月のイベント

国営木曽三川公園

2018  AUTUMN2018  AUTUMN

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。

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。
❶イベント名と実施日・時間　❷お名前と学年（大人・高校生・中学生・小学1～6年生、年少～年長）

❸ご住所（市町村名までで結構です）　❹お電話番号

予約不要

13：30～15：30

日

日

12/2

12/2

10：00～11：30

13：30～15：30

土12/8 13：30～15：30

色イロひかるドロ団子（青）

●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／30名
特別な土をつかってピカピカのドロ団子づくり。今回は青色に挑戦だ！

持帰り用の袋、汚れてもよい服装

49

かわいいカモのおきものづくり

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／700円（1作品）　●定員／30名
親指サイズの小さなカモ(エコデコイ)に色付けをして、ペパーウェイトを作ります。

持帰り用の袋

50

※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。

色イロひかるドロ団子（赤）

●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／30名
特別な土をつかってピカピカのドロ団子づくり。今回は赤色に挑戦だ！

持帰り用の袋、汚れてもよい服装

●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／30名
蛍石（紫系、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。

タオル

51

日12/9 10：00～12：00

13：30～15：30

蛍石のペンダントづくり（紫・レインボー系）52

バードケーキづくりとミニ野鳥観察

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／650円（1作品)　●定員20名

園内には鳥たちがたくさん！鳥を見たあとは、冬の鳥たちのための小さなバードケーキ
を作ってみよう！観察の仕方や、関わり方を知ろう。

あれば双眼鏡やポケット野鳥図鑑、汚れてもよい服装、防寒着、持ち帰り用の袋

53

土12/15 10：00～12：00

土12/15 13：30～15：30

日

日

12/16 10：00～12：00

色イロひかるドロ団子（黄）

●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／30名
特別な土をつかってピカピカのドロ団子づくり。今回は黄色に挑戦だ！

持帰り用の袋、汚れてもよい服装

54

ミニ行灯づくり

●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／15作品
木と紙で手のひらにのるコンパクトな行灯をつくり、冬至の夜を楽しんでみませんか？

持帰り用の袋

55

蛍石のペンダントづくり

●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／30名
蛍石（フローライト）を使って美しいペンダントを作ります。 なし

57

バードウォッチング～かさだ広場周辺の冬鳥をさがそう～

●参加対象／小3から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／600円（1名）　●定員／20名

今回のフィールドはかさだ広場。芝生や森、川など多様な自然にどんな野鳥が来ているか、
探してみましょう！※集合解散 かさだ広場

動きやすい服装、歩きやすい靴、（あれば双眼鏡）

58

13：30～14：00
10：00～10：30

ローズマリーのハンドクリームづくり

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／600円（1作品）　●定員／30名
ミツロウを使って、ローズマリーのハンドクリームを作ろう。

持帰り用の袋

59

12/16 13：30～15：30

土12/22 9：00～10：30

土12/22

土12/22

13：30～14：30

クリスマスリースづくり

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／700円（1作品）　●定員／30名

クズという植物のつるでリースを編み、木の実や葉っぱなどの自然素材の飾りつけを
して、クリスマスリースを作ろう。 持帰り用の袋

持帰り用の袋

60

早朝バードウォッチング～カモ編～

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／500円（1名）　●定員／20名
冬は野鳥観察をはじめるのによい季節。渡り鳥のカモをさがしてみませんか？

あれば双眼鏡とポケット図鑑、防寒対策

61

チリメンモンスターを探そう！！

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／700円（1作品）　●定員／30名

チリメンジャコの中には色々な生きものがいっぱい。ゆっくり探して、チリモン図鑑をつ
くってみよう。

62

13：30～15：30

お正月のしめ縄飾りづくり

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／700円（1作品）　●定員／30名
お正月を迎えるしめ縄飾りをつくってみよう！

持帰り用の袋

63

※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。

日12/23 10：00～11：00

土12/15 13：30～14：30

クルミのエコキャンドルづくり

●参加対象／小1から大人（小学生以下は保護者同伴）　●参加費／600円（1作品）　●定員／30名
クルミの殻とミツロウでかわいいエコキャンドルをつくろう！

持帰り用の袋

64

冬に使おう！柚子（ゆず）のバスソルトづくり

●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／30名
12月22日は冬至の日！柚子のバスソルトをつくろう！

汚れてもよい服装、持帰り用の袋

56

限定15作品

（雨天時は内容を変更して実施）

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

★★NEWNEWNEW★★

30 30分の
プログラム 45 45分の

プログラム 1 1時間の
プログラム 1.5 1時間30分の

プログラム 2 2時間の
プログラム 3 3時間の

プログラム

ミニオカリナの絵付け体験

●参加対象／どなたでも　●参加費／700円（1作品）　●定員／30名
アクセサリー、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。

なし

66

ヒノキの葉のお香づくり

●参加対象／小1から大人（小学生以下は保護者同伴）　●参加費／700円（1作品）　●定員／30名
木曽五木のひとつ「ヒノキ」の葉っぱと水だけを使って、ヒノキ100％のお香をつくってみましょう！

持帰り用の袋

67

10：00～11：3012/26 水

13：30～15：3012/25 火

12/27 木

土

日12/30

スケルトンリーフのハーバリウム

●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／30名
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♪

持帰り用の袋

68

10：00～11：00

オオタカのバッジづくり

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／700円（1作品）　●定員／限定20作品
新年を迎える縁起物の「タカ」のバッジをつくりながら、「タカ」に詳しくなろう。

なし

69

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／700円（1作品）　●定員／限定20作品
「フクロウ」のバッジづくりをしながら、フクロウのことに詳しくなろう！

なし

70

ミニ門松づくり

●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）［1対ではなく1つ］　●定員／30名
家の中で飾ることのできる手のひらサイズの門松を作りましょう！

持帰り用の袋、軍手

71

72

羊毛フェルトで年の干支飾りをつくろう！

●参加対象／小4から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／1,000円（1作品）　●定員／限定15作品
来たる2019年は亥年！羊毛フェルトでかわいいイノシシの干支の飾り物を作りましょう♪

持帰り用の袋、あれば羊毛フェルト用の針

73

10：00～11：00

13：30～15：30

光のプリズムをつくろう

●参加対象／4才から大人（小学生以下は保護者同伴）　●参加費／550円（1作品）　●定員／30名
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。

持帰り用の袋

74

★★NEWNEWNEW★★

土12/29 10：00～11：00

土12/29 13：30～15：30

ローズマリーの石鹸づくり

●参加対象／4才から大人（小学生以下は保護者同伴）　●参加費／550円（1作品）　●定員／30名
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。

持帰り用の袋

キッズにもおすすめキッズにもおすすめキッズにもおすすめキッズにもおすすめ

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、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（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） 
●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。

お申込み受付   　　　　より11月9日11月9日12月

12/1土
12/30 日

12/9日
12/26 水

実施OK 2 実施OK

実施OK 2

実施OK 2

1.5
実施OK

1実施OK

1実施OK

実施OK 2

1実施OK

実施OK 2

1実施OK

1.5
実施OK

×
中止

×NG 実施OK 2

実施OK 2

土12/1 10：00～11：00 ●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／550円（1作品）　●定員／30名
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。

持帰り用の袋

蜜蝋キャンドルづくり48 実施OK

×NGOK 2

実施

実施

OK 2

実施OK 2

実施OK 2

×
中止

×NG 2

30×NG 実施

実施OK 2

×
中止

1.5×NG

1実施OK

実施OK 2

1実施OK

実施OK

（雨天中止）

（雨天中止）

12/16
12/25 火

日

10：00～11：30
12/24 月 13：00～15：00

（随時受付）

キッズにもおすすめキッズにもおすすめキッズにもおすすめキッズにもおすすめ 予約不要

★★NEWNEWNEW★★

限定20作品

12/27 木 13：30～14：30

フクロウのバッジづくり限定20作品

限定15作品

10：00～12：00
12/28 金 13：30～15：30

せっけん

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。秋、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）

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。

10名以上の集まり、子ども会などの団体でご利用の方へ

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。

蜜ろうそく
づくり

野鳥の鳴き声を真似るバー
ドコールを作ります。

バードコール
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。

ひかるドロ団子
づくり

のぞくときれいな虹色がみ
られる分光器（プリズム）を
つくります。

光のプリズム
工作

ク
ラ
フ
ト
系
プ
ロ
グ
ラ
ム

［URL］http:// kisosansenkoen.jp

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

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。
http://kisosansenkoen.jp

〒501-6021　岐阜県各務原市川島笠田町

●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）

10月9日（火）、11月12日（月）、
12月10日(月)、12月31日（月）

●10月～ 12月の休館日

●開園時間のご案内

月日 ９月１日～
２月末日

9：30～17：00

３月１日～
５月 31 日

9：30～1８：00

６月１日～
８月 31 日

9：30～1９：00開園
時期

TEL.0586-89-7023
< 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。

おかけ間違い
のないよう

ご注意ください

OK ×NG 実施

×
中止

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 雨天実施 雨天中止 持ち物

10 12月

みつ ろ う

1

1

伝統の花餅づくり

●参加対象／小1から大人（小学生以下は保護者同伴）　●参加費／800円（1作品）　●定員／30名
飛騨地方伝統のお正月飾りである紅白の「花餅」をつくってみませんか？

エプロン、タオル

65

祝

日12/23
祝

振

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

21

1 1

国営木曽三川公園
【かさだ広場・各務原
　アウトドアフィールド】

国営木曽三川公園
江南花卉園芸公園
【フラワーパーク江南】

国営木曽三川公園
三派川地区センター
【138タワーパーク】



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「幼児」のためのプログラム
※参加対象未満は保護者
　追加参加で入場可

　　　参加対象
　幼児（年少～年長）
　　と保護者

初日は電話のみの受付受付開始日

10月分は9月14日（金） より、11 月分は10月12日（金） より、12月分は11月9日（金） より

OK ×NG 実施

×
中止 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)
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 雨天実施 雨天中止 持ち物 30 30分の

プログラム 45 45分の
プログラム 1 1時間の

プログラム 1.5 1時間30分の
プログラム 2 2時間の

プログラム

3

3 3時間の
プログラム

実施

お申込み受付 　　　　　より
（雨天、増水時中止）

（雨天、増水時中止）

9月14日9月14日10月

×NG ×
中止 2おさかなさん、コンニチハ！1

10/14 日

10：00～12：00
●参加対象／幼児（年少～年長）とその保護者　●参加費／700円（1名）　●定員／20名
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。

ぬれてもよい靴（サンダルは不可）活動しやすい服装、帽子、タオル、着替え、虫よけスプレー、飲み物等

（雨天時・増水時中止）

※タモ、観察水槽はこちらで用意致しますので、持込はご遠慮ください。

OK ×
中止バッタさんをさがそう！！2

土10/20
10：00～11：30 ●参加対象／幼児（年少～年長）とその保護者 　●参加費／500円（1名）　●定員／20名

いろ～んなバッタを探してみよう！どんなバッタさんがいるかな？

動きやすい服装と靴、水筒、タオル、帽子

1.5（雨天中止）

実施

日

OKおちばであそぼ！4
11/4
10：00～11：30 ●参加対象／幼児（年少～年長）とその保護者 　●参加費／500円（1名）　●定員／20名

いろんな色の落ち葉を集めて！うまって！なげて！遊ぼう！！最後は落ち葉をつかった作品づくりをします。

野外で活動しやすい服装、持帰り用の袋

1.5

実施

土

OK森のたからものさがし5
11/17
13：30～15：00 ●参加対象／幼児（年少～年長）とその保護者 　●参加費／650円（1作品）　●定員／20名

秋の森で、いろんな自然のものを集めて宝箱をつくろう！

野外で活動しやすい服装、ビニール袋または紙袋（集めるのに使用します）、雨天時は雨具・長靴など

1.5

実施 1日11/18
13：30～14：30

日12/23
10：00～11：00

OK木のカスタネットづくり6
●参加対象／幼児（年少～年長）とその保護者 　●参加費／600円（1作品）　●定員／20名
素朴な音を奏でる木のカスタネットを手づくりします。

底辺がハガキサイズくらいの空箱

実施 1
日

OKちりめんモンスターさがし7
11/25
10：00～11：00 ●参加対象／幼児（年少～年長）とその保護者 　●参加費／700円（1作品）　●定員／30名

チリメンジャコの中にはいろんな生きものが混じっています。親子で見つけて集めてみましょう！

持帰り用の袋

10：00～12：0010/6

新境川で甲殻類（カニやエビの仲間）をさがそう

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加） 　●参加費／700円（1名）　●定員／30名
新境川でカニやエビの仲間を探し、観察します。

ぬれてもよい靴（サンダル不可）、帽子、タオル、水筒、着替え、虫よけスプレー

1日10/21
13：30～14：30

日11/11
10：00～11：00

OK ×
中止

×
中止

×
中止

しぜんみっけさんぽ3
●参加対象／幼児（年少～年長）とその保護者 　●参加費／550円（1名）　●定員／20名
木曽川水園の春の水辺を自然のプロと一緒にお散歩しよう！きっと初めてのワクワクやドキドキが待ってますよ♪

動きやすい服装、歩きやすい靴

（雨天中止）

実施

土

土

ミニ木琴づくりに挑戦！8
12/8
13：30～15：30 ●参加対象／年長と保護者　●参加費／800円（1作品）　●定員／20名

ちょっと大変だけど挑戦！！ノコギリを使って、小さな木の枝の木琴をつくってみよう！どんな音がするかな？？

長袖長ズボン、持帰り用の袋、軍手、あればゴーグル（目の保護のため）

年長さん限定★★NEWNEWNEW★★

★★NEWNEWNEW★★

★★NEWNEWNEW★★

★★NEWNEWNEW★★

×NG 2

（雨天中止）

自然発見館
①10：00～11：30
水道山展望台（岐阜市）
②13：30～15：00

10/6

1日講座 タカの渡りウォッチングに挑戦！

●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／20名

午前は自然発見館でタカの渡りについての座学と野鳥観察。午後はタカの渡りのルートの一つ
「金華山」で渡りの観察に挑戦しましょう！（午後＝水道山展望台の駐車場にて現地集合、現地解散）

野外で活動しやすい服装、あれば双眼鏡と図鑑

土

10

13：30～15：0010/6

カマキリをさがそう

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加） 　●参加費／550円（1名）　●定員／30名
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。

活動しやすい服装、運動靴、帽子、タオル、虫よけスプレー、飲み物等
土

11

10：00～11：0010/7

光のプリズムをつくろう

●参加対象／4才から大人（小学生以下は保護者同伴）　●参加費／550円（1作品）　●定員／30名
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。

持帰り用の袋
日

日

12

（少雨実施）

16：45～18：1510/7

夕方開催！コウモリの不思議

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加） 　●参加費／800円（1名）　●定員／20名

実は一番身近な野生動物、コウモリの秘密を探ってみよう！
※閉園後の終了のため中央駐車場へ車をおとめください。

懐中電灯（帰り用）、虫よけ対策、できれば長ズボン

13

10：00～12：00
13：30～15：30

秋の木曽川の生きもの探し

●参加対象／親子（小学生とその保護者参加） 　●参加費／700円（1名）　●定員／各30名
タモロコやシマドジョウなど、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。

ぬれてもよい靴（サンダル不可）、帽子、タオル、着替え、飲み物  ※タモ、観賞水槽はこちらで用意致しますので、持込はご遠慮ください。

祝

10/8 月

14

お申込み受付 　　　　　より10月12日10月12日11月

（雨天中止）

（雨天中止）

（雨天中止）

10：00～12：00

秋の昆虫観察

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／550円（1名）　●定員／30名
木曽川水園にて季節の昆虫（コオロギ、バッタ）を中心に採集、観察します。

活動しやすい服装（長袖、長ズボン）運動靴、帽子、タオル、飲み物、虫よけスプレー等  ※虫網、観察ケース、ミルビン等はこちらで用意致します。

2

×
中止

1.5×NG

×
中止

OK

OK

実施 2

OK 実施

実施

1

1.5

1.5 1.5

×NG 2

OK 実施 2×
中止

OK 実施

OK 実施 2

1.5

1.5

×NG ×
中止

OK 実施 2

OK 実施 1

OK 実施 2

OK 実施

15

13：30～15：30

蛍石のペンダントづくり

●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／30名
蛍石（フローライト）を使って美しいペンダントを作ります。

なし

1６

10：00～11：0010/13

蜜蝋キャンドルづくり

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／550円（1作品）　●定員／30名
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。

持帰り用の袋
土

10/13 土

10/14 日

10/21 日

10/27 土

10/28 日

日10/28

日10/28

1７

（雨天時は内容を変更して実施）1日講座 イノシシの生態に迫ろう！

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／1,500円（1名）　●定員／20名

午前は自然発見館でスライドショーや標本を使ってイノシシについて学びます。
午後は、イノシシがいる森に入って痕跡をたどりながら彼らの生態に迫ります。（各務野自然遺産の森：現地集合、現地解散）

動きやすい服装（長袖、長ズボン）、帽子、タオル、水筒、虫よけスプレー

1８

（雨天中止）

16：00～18：00

夜鳴く虫観察

●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／20名

秋の鳴く虫の声を聴いて、その姿をみんなでさがそう!
※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（長袖、長ズボン）、帽子、タオル、水筒、虫よけスプレー、懐中電灯

1９

10/20 土 13：30～15：00
フズリナ化石のペンダント
づくり（自然発見館）

10/27 土
13：30～15：00

フズリナ化石の産地を訪ねよう
（大垣市金生山化石館）

フズリナ化石の秘密をさぐろう

●参加対象／小1から大人（小中高校生は保護者同伴）　●参加費／1,500円（1作品）　●定員／30名

1回目はフズリナ化石を磨いてペンダントを作ります。2回目は、化石館にて、見学と化石
の採取体験を行います。（※2回目は現地集合です。）

1回目：持帰り用の袋、2回目：汚れてもよい服装、軍手、タオル、飲み物

２0

13：30～15：30

色イロひかるドロ団子（青）

●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／30名
特別な土をつかってピカピカのドロ団子づくり。今回は青色に挑戦だ！

持帰り用の袋、汚れてもよい服装

２１

（雨天中止）

（雨天中止）

（雨天中止）

16：30～18：00

水辺のナイトハイク

●参加対象／小1から大人（小学生以下は保護者参加）　●参加費／700円（1名）　●定員／20名
夜うごきまわる生きものたちを探しながら歩こう。※閉園後の終了のため中央駐車場へ車をおとめください。

長袖、長ズボン、動きやすい靴、懐中電灯、虫よけ対策、防寒対策

２２

10：00～12：00

土の恵み！泥染めに挑戦

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／900円（1作品）　●定員／30名
土からつくった色を活かした色鮮やかな泥染めに挑戦！作品をつくりながら土の秘密にも迫ります。

汚れてもよい服装

２３

10：00～11：00

ローズマリーの石鹸づくり

●参加対象／4才から大人（小学生以下は保護者同伴）　●参加費／550円（1作品）　●定員／30名
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。

持帰り用の袋

２４

13：30～15：30

日10/28 13：30～15：00

蛍石のペンダントづくり（紫・レインボー系）

●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／30名
蛍石（紫系、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。

タオル

２５

落ち葉のキャンドルポットをつくろう♪

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／750円（1作品）　●定員／20名
園内で色づいた、さまざまな葉を集めてみよう！どんな色や形があるかな？最後は集めた葉でステキなキャンドルポットをつくろう！

汚れてもよい服装、歩きやすい靴、持帰り用の袋

２６

9

祝

10/8 月

祝

10/8 月 ※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※写真は、Balancerから提供※写真は、Balancerから提供

みつろう

自然発見館
①10：00～11：30
各務野自然遺産の森（各務原市）
②13：30～15：30

２回連続講座２回連続講座２回連続講座

★★NEWNEWNEW★★

★★NEWNEWNEW★★

キッズにもおすすめキッズにもおすすめキッズにもおすすめキッズにもおすすめ

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

10：00～11：30

小鳥にちゅーもく！モズの追跡に挑戦

●参加対象／小1から大人（小学生以下は保護者参加）　●参加費／600円（1名）　●定員／20名
小さな肉食性の野鳥であるモズを追跡してみましょう。どんな生活をしているのでしょうか。

動きやすい服装、動きやすい靴、あれば双眼鏡

２7

1実施OK

琥珀玉づくり

●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／30名

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。

なし

２8

×
中止OK 2水生生物観察

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／550円（1名）　●定員／30名
木曽川水園じゃぶじゃぶの河原にすむエビや水生昆虫（トビケラやカワゲラ、カゲロウ等）を採集し観察します。

長靴、帽子、タオル、着替え、飲み物

２9

実施OK 2ススキの「きつね」づくり

●参加対象／4才から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／650円（1作品）　●定員／20名
ススキを使ってカワイイ飾り物を作ります。

持帰り用の袋

30

＋

＋

＋

×
中止

×NG 2

1.51.5×NG

1.5

1.5

×
中止 1OK

OK

実施

×
中止

×NG 実施実施

×
中止

×NG 2

×
中止

30
実施

土11/10 10：00～10：30

土11/10 13：30～15：30

土11/10 16：30～18：00

ラベンダーのハンドクリームづくり

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／600円（1作品）　●定員／30名
ミツロウを使ってラベンダーのハンドクリームをつくろう！

持帰り用の袋

31

実施OK

OK

2クズのかごづくり

●参加対象／小3から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／600円（1作品）　●定員／限定10作品
クズという植物のつるを使ってお皿型のカゴづくりに挑戦！どんな作品ができあがるでしょうか？大人だけのご参加も大歓迎です♪

持帰り用の袋（直径10㎝前後の手のひらに収まるサイズのものをつくります）

32

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

×
中止

1.5×NG水辺のナイトハイク

●参加対象／小1から大人（小学生以下は保護者参加）　●参加費／700円（1名）　●定員／20名
夜うごきまわる生きものたちを探しながら歩こう。※閉園後の終了のため中央駐車場へ車をおとめください。

長袖、長ズボン、動きやすい靴、懐中電灯、虫よけ対策、防寒対策

33

×
中止

×NG 実施OK

日11/11 13：30～16：30

冬に設置しよう！小鳥用巣箱づくり

●参加対象／小1から大人（小学生以下は保護者同伴）　●参加費／2,000円（1作品）　●定員／限定15作品

スズメやシジュウカラなど小鳥用の巣箱を作りましょう！冬に設置すれば、春には巣づ
くりや子育てする様子が観られるかもしれません。 持帰り用の袋

34

1.5
実施OK

土11/17 13：30～15：00

ミミズ～土の中のはたらきもの～

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／550円（1名）　●定員／20名
ミミズは土の中でなにをしているの？観察と実験を通して、ミミズの役割を考えてみよう！

軍手、動きやすい服装

35

1実施OK

日11/18 10：00～11：00

日11/18 10：00～11：30

マユから糸へ

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／700円（1作品）　●定員／30名
カイコの繭（まゆ）から糸をつむいでみよう。

持帰り用の袋

36

×
中止

1.5×NG地下の住民！モグラの不思議

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加）　●参加費／550円（1名）　●定員／20名
地下に棲むモグラはどんな生活をしてる？食べものは？観察をとおしてモグラの不思議に迫ります。

動きやすい服装、歩きやすい靴

37

実施OK 2

11/23 10：00～12：00

ハーブのほうきづくり

●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／30名
レモングラスを中心に自然素材を使って、ほうき型の壁飾りを作ります。

軍手、持帰り用の袋

38

1.5

実施OKクルミのキーホルダーづくり

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／700円（1作品）　●定員／20名
クルミってどんな木だろう？動物とクルミの関係を知りながら、キーホルダーを作ってみましょう！

なし

39

×
中止

×NG 実施

実施

OK 2

日 13：30～15：30

蛍石のペンダントづくり（紫・レインボー系）

●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／30名
蛍石（紫系、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。

タオル

40

OK

13：30～15：00

〇〇ボックリをさがそう！

●参加対象／4才から大人（小学生以下は保護者参加）　●参加費／500円（1名）　●定員／20名

いろんな〇〇ボックリを探してみよう！マツボックリってそもそもなんだろう…？？
ボックリたちの工夫やタネのことも知ってみよう！

歩きやすい靴、あれば小さいビニール袋（集めるのに使用します）

41

1実施OK

土11/24 10：00～11：00

土11/24 13：30～15：30

土11/24 13：30～15：30

ラベンダーのエッグポマンダーづくり～ハーブの芳香剤～

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／600円（1作品）　●定員／30名
園内で採れた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。

持帰り用の袋

42

実施OK 2色イロひかるドロ団子（黄）

●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／30名
特別な土をつかってピカピカのドロ団子づくり。今回は黄色に挑戦だ！

持帰り用の袋、汚れてもよい服装
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実施OK 2ハーブのクリスマスリースづくり

●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／30名
ローズマリーを中心に、ハーブを使って香りのするクリスマスリースを作ります。

軍手、持帰り用の袋
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×
中止

1.5×NG 実施OK

日11/25 10：00～11：30

ドングリをあつめよう！

●参加対象／4才から大人（小学生以下は保護者参加）　●参加費／500円（1名）＋50円（1作品）　●定員／20名
公園の中にはいろいろなドングリがいっぱい！集めてどんなドングリがあるのか見てみよう！最後は、ミニ図鑑にしてみよう！

歩きやすい靴、雨天時は雨具・長靴、小さいビニール袋（集めるのに使用します）、図鑑の持帰り用袋
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※写真はイメージです。※写真はイメージです。

実施OK 2

日11/25 13：30～15：30

自然の色で染めよう～橡色～

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／750円（1作品）　●定員／30名
園内に落ちているドングリを使って、素朴な橡色（つるばみいろ）のミニバッグを作ろう！どんなドングリがあるかな？

汚れてもよい服装、持帰り用の袋
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実施OK 2

日11/25 13：30～15：30

自然素材のランプシェード

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴）　●参加費／700円（1作品）　●定員／30名
公園内の小枝や色づいた落ち葉を集めて、素敵なランプシェードを作りましょう♪

持帰り用の袋
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1回目

2回目

祝
11/3 土

13：30～14：30
祝

11/3 土

13：30～15：3011/4 日

13：30～15：3011/4 日

こ 　は く だ ま

限定10作品

限定15作品

（少雨実施）

祝
金

11/23 10：00～11：00
祝
金

11/23
祝
金

日11/23
祝
金

※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。

（雨天時は内容を変更して実施）★★NEWNEWNEW★★

★★NEWNEWNEW★★

季節限定季節限定季節限定

つるばみいろ

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

せっけん

祝

1

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

（雨天中止）




