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年間会員イベント案内

おさかなクラブ（全12回）

募集要項 ※おさかなクラブは、当選後のコース変更はできませんので、あらかじめご了承下さい。　　

申込方法 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。

おさかなクラブ むしむしクラブ 田んぼクラブ 楽農クラブ 石ころクラブ

小学生以上と保護者

参加対象未満の幼児同伴をご希望の場合は、幼児１名〔無料〕につき保護者１名が参加〔有料〕で参加可。

7,500円（１名）
教材費 1,500円
（お子様１名）

7,000円（１名）
教材費 10,000円
（お子様１名）

7,000円（１名）
教材費 1,500円
（お子様１名）

7,500円（１名）
教材費 2,500円
（お子様１名）

7,500円（１名）
教材費 5,000円
（お子様１名）

7,000円（１名）
教材費 3,000円
（お子様１名）

15,000円（１名）
7,000円（１名）
教材費 1,500円
（幼児１名）

5,000円（１名）

30名 20名 30名 100名

定員を上回る場合は抽選。応募が15名に満たない場合は不催。

４歳以上と保護者

定員を上回る
場合は抽選。

幼児（３～５歳児）と保護者

ちびっこ手づくり
クラブ糸プロジェクト ちびっこタイム♪

～しぜんとあそぼ～
河の森探検クラブ
～河の森レンジャーになろう～ エコパラクラブ

①申込希望クラブ名と「おさかなクラブ」の場合は希望
コース（午前の部・午後の部）（※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　国営木曽三川公園自然発見館
○〆　切　平成 31年 3月 15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。

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。
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※保護者の方も会費申込が必要です。

◎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等を実施。（別途材料費が必要）

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

　4/　7（日）
　4/28（日）
　5/26（日）
　6/16（日）
　7/14（日）
　8/　4（日）
　8/25（日）
　9/15（日）
10/　6（日）
11/10（日）
12/　8（日）
　1/12（日）

水生生物観察 トビケラ、カワゲラ、エビ等の水の生きもの観察
実施日 活動テーマ 活　　　動　　　内　　　容

ハリヨと絶滅危惧生物 ◎ ハリヨの観察とバッジづくり
川の生きものさがし ● 新境川にて、川の生きもの採取と観察
ザリガニの観察 ● ザリガニ採取と観察、外来生物の問題
川の生きものさがし 新境川にて、川の生きもの採取と観察
顕微鏡観察

●
プランクトンの採集と顕微鏡観察

川の生きものさがし ● 新境川にて、川の生きもの採取と観察
川の生きものさがし ● 新境川にて、川の生きもの採取と観察
川の生きものさがし ● 新境川にて、川の生きもの採取と観察
魚の解剖 ◎ 魚の解剖とからだの仕組み観察
ミニアクアリウム ◎ 小さな生態系づくり（水草、エビ）
水質と水の性質 ◎ 水質調査と水の実験、環境問題

日曜日
午前の部 10：00～ 12：00

午後の部 13：30～ 15：30
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。

むしむしクラブ（全12回）

◎材料費が必要なもの。
●雨天時（少雨実施）には活動テーマや内容を変更してクラフト等を実施。（別途材料費が必要）

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

　4/14（日） 水生昆虫観察 トビケラ、カワゲラ等の水生昆虫観察
実施日 活動テーマ 活　　　動　　　内　　　容

●
　5/19（日） 昆虫観察 初夏の昆虫採取と観察●
　6/23（日） 昆虫観察 初夏の昆虫採取と観察●
　7/21（日） 夜の昆虫観察 セミの羽化観察（17：30～ 20：00）●
　8/18（日） 昆虫観察（翅の不思議） 顕微鏡を使って翅や鱗粉の観察
　9/　8（日） 昆虫観察 秋の昆虫採取と観察●
　9/29（日） 昆虫観察 秋の昆虫採取と観察●
10/13（日） 昆虫観察 秋の昆虫採取と観察●
11/　3（日） 昆虫観察 晩秋の昆虫採取と観察●
11/24（日） 標本教室　※名和昆虫博物館 名和昆虫博物館（現地集合、現地解散）　甲虫展足標本教室◎

　12/15（日） 人と昆虫のつながり ミツバチからの恵み◎
　1/19（日） 昆虫観察 冬の昆虫観察●

草むらや水辺の昆虫を、ご家族で採集や観察したり、
標本を作ったりして楽しみながら学びます。

田んぼクラブ（全12回）

◎材料費が必要なもの。

※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。その際には材料費がかかる場合があります。
※内容については変更され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。

　4/14（日） モミまき 苗床づくり（泥こね）、モミまき　
実施日 活動テーマ 活　　　動　　　内　　　容　　　　　　　　

　5/12（日） 田おこし 田んぼでの泥んこ遊び
　5/19（日） 田植え 田植え作業
　6/23（日） 除草 除草＋稲の成長と生きもの観察
　7/28（日） 除草 除草＋稲の成長と生きもの観察
　8/18（日） 除草 除草＋稲の成長と生きもの観察
　9/22（日） 案山子づくり 案山子づくり
10/13（日） 稲刈り 稲刈り、はさ掛け作業
11/17（日） 脱穀作業 ちょっと昔の道具を使って脱穀作業
12/　1（日） リースづくり ワラを使ってリースづくり◎

　12/22（日） 花餅飾りづくり お正月準備（花餅飾りづくり）◎
　1/26（日） 昔の道具（枡） 昔の道具と単位◎

田んぼを中心に、稲作体験や生きもののつながり、
 農家の一コマをご家族で楽しみながら学びます。

楽農クラブ（全12回）

◎材料費が必要なもの。

※たくさんの収穫が目的ではありませんので、あらかじめご了承下さい。　※内容については変更される場合がございます。
※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。その際には材料費がかかる場合があります。

　4/　6（土） 植え付け ジャガイモ植え付け、ニンジン播種
実施日 活動テーマ 活　　　動　　　内　　　容　　　　　　　　

　4/27（土） 植え付け 落花生の播種
　5/11（土） 植え付け サツマイモ、カボチャ、サトイモの苗植え付け
　6/　8（土） 畑作業 小麦の脱穀、間引き除草等
　6/29（土） 収穫 ジャガイモ、ニンジンの収穫
　7/20（土） 収穫 カボチャの収穫、種の図鑑づくりと穀物◎
　8/31（土） 種まきと除草 ダイコンの播種と除草、ちょっと昔の道具等体験
　9/21（土） 畑作業 除草等畑作業と土の生きもの
10/19（土） 収穫 サツマイモ、落花生の収穫
11/　2（土） 収穫祭 焼き芋
11/23（土） 収穫 サトイモ、ダイコンの収穫
12/21（土） 味噌づくり 味噌づくり◎

石ころクラブ（全12回）

◎材料費が必要なもの。

※基本的に雨天実施（雷雨時及び増水時は別メニュー）。その際には材料費がかかる場合があります。
※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。　※各施設の入山入館料は別途必要となります。

　4/13（土）
　5/　4（土）
　5/25（土）
　6/15（土）
　7/　6（土）
　8/　3（土）
　8/31（土）
　9/28（土）
10/26（土）
11/16（土）
12/　7（土）
　1/11（土）

川原で石さがし 川原広場で石ころさがし、成り立ちと分類
実施日 活動テーマ 活　　　動　　　内　　　容　　　　　　　　

砂の秘密 砂と砂鉄＆小さな鉱物◎
鉱物の性質① ヘキ開、光と屈折（テレビ石づくり）◎
石灰岩の秘密 石灰岩と方解石、化石でストラップづくり◎
流域資源ツアー① 大垣市金生山化石館見学【方解石・化石採取】　※（現地集合・現地解散、要：入館入山料）◎
石の利用① 下呂石で石器づくり◎
石の利用② 石臼、火打石、等の体験と石のハンコづくり◎
鉱物の性質② 蛍光、硬度（モースの硬度計づくり）◎
流域資源ツアー② 下呂市金山【蛍石採取】　　※（現地集合・現地解散、要：入山料）◎
蛍石の秘密 蛍石のペンダントづくり◎
流域資源ツアー③ 中津川市鉱物博物館見学　※（現地集合・現地解散、要：入館料）◎
花崗岩の秘密 構成している鉱物とペグマタイト◎

身近にある石、そんな石がどこからきて人とどのように関わって
きたのか、親子で楽しく学んでみませんか？（石ころの入門編）

河の森探検クラブ（全12回）
～河の森レンジャーになろう～

※基本的に雨天実施（雷雨時及び荒天時は別メニュー）、その際には材料費がかかる場合があります。
※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。

　4/13（土）
　5/11（土）
　6/　1（土）
　6/22（土）
　7/13（土）
7/27（土）

　8/17（土）
　9/21（土）
10/26（土）
11/16（土）
12/　7（土）
　1/18（土）

河の森探検！シンボル旗づくり 活動することになる森を探検した後、仲間とシンボル旗をつくろう
実施日 活動テーマ 活　　　動　　　内　　　容　　　　　　　　

春の味覚と生きものさがし 食べられるものはあるかな？生きものはみつかるかな？
特別編！夜の生きものさがし 普段は入れない夜の森で生きものを探してみよう
採集道具作りと昆虫さがし みんなで採集道具をつくって森の生きものさがしに挑戦しよう
手作り網でおさかなさがし みんなでつくった網を使って川の生きものさがしに挑戦しよう
特別編！夜の生きものさがし 普段は入れない夜の森で生きものを探してみよう
筏を造って乗ろう 伝統のいかだ流しを真似て筏をつくって乗ってみよう
動物の生活のぞき見♪① 動物いるかな？痕跡を探して自動撮影カメラを設置してみよう
動物の生活のぞき見♪② 自動撮影カメラの記録をチェックしよう
特別編！夜の生きものさがし 普段は入れない夜の森で生きものを探してみよう
自然素材でリース＆カゴづくり クズのツルを使ったリースとカゴを作ってみよう
河の森レンジャー認定式 河の森レンジャーになれたかな？１年を振り返ろう

ちびっこタイム♪（全12回）

◎材料費が必要なもの。

※基本的に雨天実施（雷雨時及び荒天時は別メニュー）。　※内容については、変更される場合がございます。ご了承下さい。

　4/20（土） おさんぽ♪おさんぽ♪♪ 自然いっぱいの水辺で生きものを探しながらおさんぽ♪
実施日 活動テーマ 活　　　動　　　内　　　容

　5/18（土） エビさん　ど～こ？ じゃぶじゃぶの川原でエビを探そう
　5/25（土） すなすなさらさら　いしころころ 川原ですなや石で遊んで石のペンダントをお土産に！◎
　6/29（土）
　7/20（土）
　8/24（土）
　9/28（土）
10/12（土）
11/23（土）
12/14（土）
　1/11（土）
　1/25（土）

むしさん　と　なかよし はらっぱでムシさんをさがして　じっくりみてみよう
もり　の　がっき 森で集めた材料を使って楽器をつくろう◎
おさかなさん　と　なかよし 川でおさかなをさがして　じっくりみてみよう
ないてるムシさん　だ～れ？ 秋に聞こえるのはだれの声？探してみよう
もりのおたからさがし きれいな葉っぱや木の実、羽などをあつめて宝箱づくり◎
おちば　の　おふとん たくさんのおちばはあったかい？あそんでたしかめよう
クリスマス　と　おしょうがつ 自然素材のミニクリスマスリースやお正月かざりをつくろう◎
いぶきおろし　と　あそぼ 伊吹山から吹く風をつかって凧あげなどを楽しもう♪◎
たきびだ　たきびだ 火をおこしてオヤツを焼いて食べちゃおう◎

ちびっこ手づくりクラブ（全12回）

◎材料費が必要なもの。

※基本的に雨天実施（雷雨時及び荒天時は別メニュー）。
※内容については、変更される場合がございます。ご了承下さい。

　4/　7（日） はじまり始まり ジャガイモの植え付け　と　名札づくり
実施日 活動テーマ 活　　　動　　　内　　　容　　　　　　　　

　5/12（日） やさいのてづくり サツマイモと夏野菜の準備
　6/　2（日） やさいと　虫よけスプレー 夏野菜のお手入れ　と　虫よけスプレーづくり◎
　6/16（日） きれいな色のバッグづくり きれいな色のドロを使ったドロ染めバッグづくり◎
　7/21（日） じゃがいも　と　火おこし ジャガイモを掘って自分で起こした火で焼きじゃが♪
　8/25（日） 川の生きもの　と　タモあみづくり タモをつくって、試しに川で使ってみよう◎
　9/　8（日） やさいをたべよ やさいをたべよ　てづくりせっけんづくりも！◎
　9/29（日） ちいさなタネ　と　ちいさなだいこん はつか大根の種まき
10/20（日） ほりほり　いもほり サツマイモを掘りましょう
11/　2（土） やきいも　やきいも♪ 畑でたき火をして焼きイモしましょう◎

　12/　1（日） 手づくりクリスマス クリスマスリースなどの飾りをつくってみましょう◎
　1/12（日） 大カルタとり大会！ お楽しみ！特大カルタとり大会を開催♪

エコパラクラブ（全10回）

※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。

　4/21（日） エコパラバッジ＆バッグづくり 手作りのバッジを自然の素材でつくります。バックペイントも楽しみ！
実施日 活動テーマ 活　　　動　　　内　　　容

　5/19（日） 田植え体験 豊作を願って今年も米づくりにチャレンジ。
　6/16（日） 七夕飾り 七夕飾りを作ります。竹を切るところからはじめます。
　7/21（日） 水辺の生き物と遊ぼう 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？
　8/18（日） 竹の工作 竹を使って水てっぽう、箸などの工作を楽しみます。
　9/15（日） かかしづくり 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！
10/13（日） 稲刈り体験 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！
11/17（日） 脱穀・リースづくり 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。
12/15（日） わら細工・クリスマス会 縄づくりと正月飾り作り。かまどで新米を炊いて頂きます。
　1/19（日） 凧あげ大会 自分で作ったオリジナルの凧をあげます。

土曜日 　9：30～ 11：30身近な食材を育てながら生きものや自然を観察し、栽培作業や収穫した
ものを活かす知恵を学ぶ中で、自然の恵みを支える生きものたちのつな
がりを発見する「楽農」で、ご家族で恵みを実感してみませんか？

日曜日 10：00～ 12：00

（7/21 のみ夜の活動）

日曜日 13：30～ 15：30

土曜日 13：30～ 15：30

糸プロジェクト（全12回）

◎材料費が必要なもの。

※基本的に雨天実施（雷雨時は別メニュー）。その際には材料費がかかる場合があります。
※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。

　4/20（土） 種まき 藍の播種、綿の種とり、綿打ち、糸紡ぎ
実施日 活動テーマ 活　　　動　　　内　　　容　　　　　　　　

　5/18（土）
　6/　1（土）
　7/13（土）
　8/　3（土）
　9/14（土）
10/12（土）
11/　9（土）

　11/30（土）
　12/14（土）
　1/11（土）
　1/18（土）

種まき 綿の種まき、オオキンケイギク染め◎
苗植え 綿の苗植え、桑の葉染め◎
カイコとマユ 繭玉から糸取り◎
染め 藍の生葉染め◎
染め 糸染め◎
収穫 綿の収穫と種取り作業
糸紡ぎ 綿の種取り、綿打ち、糸紡ぎ
リースづくり リースづくり◎
染め 糸染め◎
織 コースター等 作品づくり
織 コースター等 作品づくり

土曜日 10：00～ 12：00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」から生活に活かす「モノづくり」へ、つな
がりを発見し木曽川流域文化を学んでみませんか？（染めが中心です。）

自然に近い状態で残る河の森エリアにはどんな生きものがいるで
しょうか？森で遊びながら、毎回生きものを探してみましょう！

～しぜんとあそぼ～
森や草むら、川などたくさんの自然のなかで、家族や仲間と五感を
使ってあそびましょう！

いつも食べているジャガイモやサツマイモを育てよう。土をさわり
イモを育てることで、家族みんなで人と作物、自然のつながりを知
ります。

自然いっぱいの河川環境楽園で、季節の行事、園内の飾り付け、自
然体験ゲームなどを行い、１年を通じてみんなで公園に親しんでい
く活動です。
今回は第 20 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。

お 申 し 込 み 受 付 期 間

国営木曽三川公園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

●　　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。

3月8日（金）より受付
※初日は電話のみの受付

4月のイベント
4月12日（金）より受付
※初日は電話のみの受付

5月のイベント
5月10日（金）より受付
※初日は電話のみの受付

6月のイベント

自然発見館の

ネイチャー
イベント

自然発見館の

ネイチャー
イベント

2019 SPRING2019 SPRING
自然発見館の

ネイチャー
イベント

2019 SPRING

4 6 月

土曜日 　9：30～ 12：00

（6/1 と 7/27 は夜の活動）

日曜日 10：00～ 12：00

（11/2 のみ土曜日

　　　　13：30～ 15：30）

土曜日 10：00～ 12：00

日曜日 10：30～ 15：00

●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（1,500台）

4月8日（月）、5月13日（月）、6月10日（月）
●４月～６月の休館日

●開園時間のご案内

月日 ３月１日～
５月 31 日

9：30～18：00

６月１日～
８月 31 日

9：30～1９：00

９月１日～
２月末日

9：30～17：00開園
時期

http://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

おかけ間違い
のないよう

ご注意ください

TEL.0586-89-7023

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】

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。

Instagram  http://instagram.com/sizenhakkenkan/



お申込み受付4月12日4月12日5月 より

お申込み受付5月10日5月10日6月 より

お申込み受付3月8日3月8日4月 より

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

４月分は３月８日（金） より、５月分は４月12日（金） より、６月分は５月10日（金） より

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)
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 30 45 1 1.5 2 330分の

プログラム
45分の
プログラム

1時間の
プログラム

1時間30分の
プログラム

2時間の
プログラム

3時間の
プログラム

木のカスタネットづくり1
10：00～11：00

いろドロハンカチ2

13：30～14：30
汚れてもよい服装、あれば染めたい布等

（雨天中止）

（雨天、増水時中止）

ダンゴムシさんをさがそう！4

動きやすい服装と靴、飲物、タオル、帽子、雨天時は雨具

おさかなさん、コンニチハ！5

10：00～12：00
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、水槽はこちらで用意致しますので、持ち込みはご遠慮ください。

日

10：00～11：00
日

13：30～14：30

しぜんみっけさんぽ3

動きやすい服装、歩きやすい靴

13：30～15：30
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／900円（1作品）　●定員／30名

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／600円（1作品）　●定員／30名

水族館をつくろう（浮沈子づくり）

●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

小枝のボールペンづくり

●参加対象／親子（小学生以上とその保護者） 　●参加費／700円（1セット）　●定員／30名

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

オオクチバスの解剖 ～体の構造を知ろう～

●参加対象／小３から小６(お子さまのみの入室となります） 　●参加費／1,000円（1名）　●限定15名

体験！こども指導員 ～こども自然ガイドになろう～

●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

光のプリズムをつくろう

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

ひかるドロ団子づくり

●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／30名

春のいきものみっけ隊

●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／900円（1作品）　●定員／30名

色イロひかるドロ団子（黄）

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加） 　●参加費／550円（1名）　●定員／20名

地下の住民！モグラの不思議

6

13：30～15：30

10：00～11：00
持帰り用の袋

土

35

36

動きやすい服装、歩きやすい靴、飲み物

37

10：00～11：00
なし

38

13：30～14：00

39

タオル

40

持帰り用の袋、マスク

19

10：00～12：00
歩きやすい靴、動きやすい服装、帽子

20

13：30～15：30 汚れてもよい服装

21

13：30～15：30
長靴、帽子タオル、着替え、飲み物、レインコート

22

動きやすい服装

23

17：30～19：00
長袖長ズボン、動きやすい靴、懐中電灯、虫よけ対策

（雨天中止）24

10：00～11：00
持帰り用の袋

25

13：30～15：30
タオル

26

持帰り用の袋、汚れてもよい服装

27

28

13：30～15：00
長靴、帽子タオル、飲み物、レインコート、軍手、持帰り用ペットボトル（2ℓ）

29

10：00～11：00
持帰り用の小袋

10：00～11：30

30

タオル

31

持帰り用の袋

32

炭酸飲料用ペットボトル500ml（キャップ付）

7

13：30～14：30
軍手

8

持帰り用の袋

9

汚れてもよい服装、マスク、ゴム手袋 ●定員／限定12組（1組1尾の解剖となります）

10

10：00～12：00
動きやすい服装、歩きやすい靴、飲物

11

10：00～11：00
持帰り用の袋

12

13：30～15：30
持帰り用の袋

13

10：00～11：00
歩きやすい靴、動きやすい服装、帽子

14

13：30～15：30
タオル

15

持帰り用の袋、汚れてもよい服装

16

動きやすい服装、歩きやすい靴

（雨天中止）17

●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

春のバードウォッチング

10：00～11：30
あれば双眼鏡と図鑑

（雨天中止）18

41

13：30～15：30
タオル

42

10：00～11：00 持帰り用の袋

43

持帰り用の袋

44

持帰り用の袋

45

持帰り用の袋

46

10：00～11：00
持帰り用の袋

13：30～15：30

13：30～15：00

13：30～15：30

47

持帰り用のクリアファイル

48

持帰り用の袋

49

活動しやすい服装、運動靴、帽子、タオル、飲み物等  ※虫網、観察ケース、ミルビン等はこちらで用意致します。

50

持帰り用の袋

51

動きやすい服装、歩きやすい靴

52

汚れてもよい服装、手拭きタオル、厚手のゴム手袋、持帰り用の袋、雨天時は雨具（レインコート、長靴）

10：00～12：00

53

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、水槽はこちらで用意致しますので、持ち込みはご遠慮ください。

54

なし

55

持帰り用の袋

56

長袖長ズボン、動きやすい靴、懐中電灯、虫よけ対策

57

持帰り用の袋

58

62

13：30～15：30 汚れてもよい活動しやすい服装、運動靴、帽子、タオル、飲み物等

60

野外で活動しやすい服装、雨天時は雨具、エプロン、三角巾、マスク、スプーン、皿

61

★★NEWNEWNEW★★

限定12組

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴） 　●参加費／800円（1作品）　●定員／30名

勾玉づくり（白）

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

タンポポ博士になろう！

●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴） 　●参加費／900円（1作品）　●定員／30名

キノコ栽培に挑戦 ～上流文化体験～

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加） 　●参加費／600円（1名）　●定員／30名

水生昆虫観察

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加） 　●参加費／500円（1名）　●定員／30名

自然観察ビンゴ！！

●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／20名

木曽川水園ナイトハイク

●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

●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／30名

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／900円（1作品）　●定員／30名

色イロひかるドロ団子（赤）

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

カブトムシの幼虫観察

●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

マユから糸へ ～糸とり体験～

●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／限定15作品

再生琥珀の勾玉づくり

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴） 　●参加費／1,200円（1セット）　●定員／30名

空気の力：空気砲

なし

なし

33
●参加対象／どなたでも 　●参加費／500円～（1作品）　●定員／先着50名（随時受付）

持帰り用の袋、軍手

34
●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／限定15作品

火起し器づくり

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴） 　●参加費／1,200円（1作品）　●定員／30名

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／700円（1作品）　●定員／30名

ペットボトルで作るおもしろ顕微鏡

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴） 　●参加費／1,250円（1作品）　●定員／30名

立体万華鏡づくり

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴） 　●参加費／750円（1作品）　●定員／30名

石のハンコづくり

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴） 　●参加費／800円（1作品）　●定員／30名

テーパードミラーの万華鏡づくり

●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

ラベンダーのエッグポマンダー

●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＝はがきサイズ1枚分）　●定員／限定20作品

和紙づくり

●参加対象／4才から大人（小学生以下は保護者同伴） 　●参加費／700円（1作品）　●定員／20名

お肌にやさしい！ヨモギの石けんづくり

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加） 　●参加費／600円（1名）　●定員／30名

初夏の昆虫観察

●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

羊毛フェルトのツバメ

●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

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴） 　●参加費／850円（1作品）　●定員／30名

●参加対象／親子(小学生とその保護者） 　●参加費／700円（1名）　●定員／30名

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加） 　●参加費／600円（1名）　●定員／30名

●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

●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／20名

●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

●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

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加） 　●参加費／600円（1名）　●定員／30名

●参加対象／小1から大人(小学生は保護者同伴) 　●参加費／800円（1食）　●定員／30名

木曽川水園探検隊 ～中ノ島特別上陸任務あり！？～

オオキンケイギク染め

春の木曽川の生きものさがし

テントウムシの不思議発見

蜜蝋キャンドルづくり

木曽川水園ナイトハイク

かわいいミツバチストラップ

光のプリズムをつくろう

ザリガニの不思議発見

クワの実ジャムをつくろう

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴） 　●参加費／900円（1作品）　●定員／30名

まゆだまのミニこいのぼり

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者参加） 　●参加費／600円（1名）　●定員／30名

絶滅危惧種ハリヨを知ろう ～ゲーム＆繁殖期のハリヨ観察～

●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／15名

おさかなバックヤードツアー

「安眠」のルームスプレー

●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

琥珀玉づくり

チリメンモンスターをさがそう！！

13：30～14：30

★★NEWNEWNEW★★

10：00～12：00

13：30～14：30

10：00～10：45

★★NEWNEWNEW★★

水着または濡れて良い服装、濡れて良い靴、着替

59
●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／20名

いかだ組みに挑戦 ～流域文化体験～

13：30～15：30

持帰り用の袋

13：30～15：30

63

10：00～11：00
なし

64

13：30～15：30
タオル

65

野外で活動しやすい服装

66

長袖長ズボン、動きやすい靴、懐中電灯、虫よけ対策

67

ぬれても良い靴(サンダル不可)、帽子、タオル、着替え、飲み物等
※タモ、水槽はこちらで用意致しますので、持込みはご遠慮下さい。　

68

69

13：30～15：30
持帰り用の袋

10：00～12：00

13：30～14：00

70

持帰り用の袋

71

なし

72

持帰り用の袋

持帰り用の袋、汚れてもよい服装

73

水着または濡れて良い服装、濡れて良い靴、着替

74

汚れてもよい活動しやすい服装、運動靴、帽子、タオル、飲み物、雨天時雨具等

75

13：30～15：30
タオル

13：30～15：30

76

77

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、水槽はこちらで用意致しますので、持ち込みはご遠慮ください。

78

なし

79

軍手、歩きやすい靴、動きやすい服装、帽子

80

動きやすい服装、歩きやすい靴

81

●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／30名

ひのきのお箸づくり

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴） 　●参加費／1,100円（1作品）　●定員／30名

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／800円（1作品）　●定員／30名

ハチを呼ぶ竹筒トラップづくり ～ファーブルになろう！～

●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／20名

木曽川水園ナイトハイク

●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）+300円(1作品)　●定員／20名

ヨシノボリ博士になろう！

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

ひかるドロ団子づくり

●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴） 　●参加費／1,550円（1作品）　●定員／限定15作品

ミニ行灯づくり

●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／15名

おさかなバックヤードツアー

●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

虫よけスプレーづくり

●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／20名

いかだ組みに挑戦 ～流域文化体験～

●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／20名

●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

●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

●参加対象／親子(小学生とその保護者） 　●参加費／700円（1名）　●定員／30名

●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

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

●参加対象／小1から大人(小学生は保護者参加） 　●参加費／600円（1名）　●定員／30名

カタツムリの研究

蛍石のペンダントづくり（紫・レインボー系）

色イロひかるドロ団子（黄）

春の木曽川の生きものさがし

ハリヨのバッジづくり

ミミズが大地をつくる?! ミミズのくらしとはたらき

アリの生活のぞき隊 ～いろんなアリさがし＆観察～

18：00～19：30

（途中１時間の休憩）

10：00～11：00

限定20作品

13：30～14：30

10：00～12：00

雨天時には雨具

82

持帰り用の袋

83

●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

●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

ここ亀調査隊

羊毛フェルトのツバメ限定15作品

13：30～15：00

底辺がはがきサイズくらいの箱4/1
●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作りします。

4/4
●参加対象／幼児（年少～年長）と保護者 　●参加費／800円（1作品）　●定員／30名
赤や黄色のドロでハンカチを染めてみましょう♪

●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
自然の中の、一番最初のお友達！ダンゴムシさんを探そう！ダンゴムシはどんなムシ？

6/23

13：30～15：00
5/12

●参加対象／幼児（年少～年長）と保護者 　●参加費／700円（1名）　●定員／20名
木曽川の支流に入り、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。

4/21

6/2 ●参加対象／幼児（2歳～年長）と保護者 　●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♪

4/1

10：00～11：004/2

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！

4/13

5/1

10：00～11：005/3

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？

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。13：30～15：305/1

5/2

5/2

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！

日本有数の琥珀の産地、岩手県久慈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。

持帰り用の袋
●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
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つくってみよう！

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つくってみよう。

4/14

4/14

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！

家庭でも育てやすいヒラタケの菌床栽培に挑戦してみませんか？キノコって何？どうやって生える？
キノコについて学びながら菌床づくりからスタートです！

4/20

4/20

4/20

木曽川水園じゃぶじゃぶの河原にすむ水生昆虫（トビケラやカワゲラ、カゲロウ、ヤゴ、アメンボ等）を採集し観察します。

春の公園で五感を使って自然観察を楽しもう！

木曽川水園のまわりを歩いて、夜うごきまわる生きものたちを探そう。

4/21

4/21

13：30～15：304/21

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。

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。

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！

4/27
木曽川水園でカブトムシの幼虫を探し、観察と飼育にチャレンジ。参加者1名につき1匹。
（但しオスメスは選ぶことができません）

4/29

13：30～15：304/29

カイコの繭（まゆ）から糸を取り出してみよう。糸口を見つけたら最高！

4/30

13：30～15：304/30

4/30

再生琥珀を磨いて勾玉を作ります。※再生琥珀とは、本物の琥珀を溶かして加工しやすく作り直したものです。

空気にも重さがあり力がある？空気を少なくしたら、力を加えたらどうなる？空気砲をつくったり、実験したりの活動です。

炭酸飲料用ペットボトルとタレビンなどでオリジナル水族館をつくろう。

4/2

10：00～11：004/3

13：30～15：004/3

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。

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。

オオクチバスの解剖を通して、魚の体の仕組みを学び、生態系への影響を考えてみよう。（今回使用するオオクチバスは、木曽川水園にて捕
獲されたものを教材として冷凍保存したものです。そのため、ウキブクロ等が欠損している場合がありますので、予めご了承ください。大きさも様々です。）

4/4
自然発見館で「伝える」専門の仕事をしている指導員ってどんな仕事をしているのかな？子ども指導員になって体験してみよう！

4/5
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。

4/5
土って何からできるのかな？特別な土を使ってピカピカのドロ団子づくりに挑戦しよう！

4/6

4/6

13：30～15：304/6

13：30～15：004/7

見る・聞く・におう・ふれるゲームをしながら、春の生きものを発見していきます♪

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。

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！

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。

4/13
野鳥の子育てのシーズン到来！さえずりも聞きながら、木曽川水園の野鳥たちに会いに行こう！

5/3

5/4

5/5

5/5

5/6

5/6

5/6

5/6

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。

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。

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。

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。

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ます。

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。

5/11

13：30～15：305/11

13：30～15：305/18

13：30～15：305/18

5/19

美濃和紙と同じ自然素材の楮を使って、紙作りに挑戦します。

薬草としても使われる「ハーブの女王」！ヨモギの葉っぱを採取して、天然由来の石けんをつくります。

木曽川水園にて季節の昆虫を採集、観察します。

羊毛フェルトでツバメのストラップを作ります。

木曽川を500mに縮小したような木曽川水園を歩きはもちろん、舟も使って探検しましょう！立ち
入ることのできない中ノ島にも特別に上陸できます。

外来生物のオオキンケイギク。その花びらを使ってエコバッグを染めてみよう。

5/25

13：30～14：305/25

17：45～19：155/25

10：00～11：305/26

5/26

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！

公園でテントウムシを探し観察します。

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。

木曽川水園のまわりを歩いて、夜うごきまわる生きものたちを探そう。

モールを使って、指先サイズのミツバチを作ります。できあがったら、園内にいるミツバチの暮らしも少しのぞいてみよう！

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。

6/1

13：30～15：306/1

10：00～11：006/2

ザリガニをさがし観察。その不思議な生態を探ります。

クワはこの地域とかかわりの深い木です。実際に木を見て、知って、クワの実を採集し、ジャムを
手作りします。  〈 使用する食材 〉 砂糖、レモン、クラッカー (小麦粉、大豆油)

鳥の鳴き声を真似た道具バードコールを作ってみよう。

●参加対象／どなたでも 　●参加費／500円～（1作品）　●定員／先着50名（随時受付）
鳥の鳴き声を真似た道具バードコールを作ってみよう。

火を起こす道具を作って、先人の知恵を体験し、エネルギー問題を考えてみましょう。

かつて木材運搬に使われたいかだの技。真似していかだを組んで乗ってみよう！

6/2

6/8

6/8

13：30～15：306/8

6/8

10：00～14：306/9

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

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。

『ファーブル』も使った、子育てするおとなしいハチを呼ぶトラップをつくります。設置して観察し
てみましょう！ハチは来て巣をつくるかな？産卵するかな？

木曽川水園のまわりを歩いて、夜うごきまわる生きものたちを探そう。

木曽川水園に生息しているヨシノボリを見つけて観察しよう！午後はお土産にまゆだまを使った
ヨシノボリのマグネット作りをします。

土って何からできるのかな？特別な土を使ってピカピカのドロ団子づくりに挑戦しよう！

6/15

10：00～11：006/15

6/15

13：30～15：306/16

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

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！

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つくってみよう！

かつて木材運搬に使われたいかだの技。真似していかだを組んで乗ってみよう！

カタツムリってどんな生きもの？1日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。 2日目はカタツムリの産地、大垣市金生山にて「殻」の採取と
観察会（金生山化石館：現地集合、現地解散）

6/22

13：30～15：306/22

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。

6/23

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！

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！

絶滅危惧種「ハリヨ」のバッジをつくりながら、「ハリヨ」や絶滅危惧種について詳しくなろう。

ミミズは土の中でなにをしているの？目はどこにあるの？観察と実験を通して、ミミズの生態に迫ってみよう！

家族で協力して生活する『アリ』。野外観察や飼育しているアリの観察を通して彼女たちの日常をのぞいてみましょう！

6/9

6/9

6/29

13：30～15：306/29

6/30

6/30

13：30～15：306/30

公園で亀の観察。生態と今おきている問題点に迫ります。

羊毛フェルトでツバメのストラップを作ります。

（雨天中止）

★★NEWNEWNEW★★

ローズマリーの石鹸づくり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
せっけん

●参加対象／どなたでも 　●参加費／700円（1作品）　●定員／先着50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

ミニオカリナの絵付け体験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

13：00～15：00
10：00～11：30

13：00～15：00
10：00～11：30

28
29

日
4/27

月
祝土

限定15作品

限定15作品

（随時受付）

（随時受付）

（雨天中止）

10：00～11：30
13：00～15：00

5/1
2（随時受付）

限定15名

●参加対象／どなたでも 　●参加費／700円（1作品）　●定員／先着50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

ミニオカリナの絵付け体験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

13：00～15：00
10：00～11：304

5
土5/3
日

金
（随時受付）

限定15作品

10：00～12：00
13：30～15：30

みつろう

持帰り用の袋、マスク
●参加対象／小1から大人（小学生は保護者同伴） 　●参加費／800円（1作品）　●定員／30名

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つくってみよう。

（雨天中止）

（雨天中止）

（雨天、増水時中止）

（雨天、増水時中止）

（雨天時、実施　但し金生山化石館は別メニュー）

1日講座！1日講座！1日講座！

持帰り用の袋
●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。
ローズマリーの石鹸づくり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

せっけん

限定15作品

限定15名

２回連続講座２回連続講座２回連続講座

（少雨実施）

（雨天中止）

6/22 10：00～11：30
自然発見館

6/29 13：30～15：00
大垣市金生山化石館
1日目

2日目

まがたま

はし

（少雨実施）

（少雨実施）

（雨天中止）

（雨天中止）

（雨天、増水時中止）

（雨天中止）

（雨天、増水時中止）

バードコールづくり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

まがたま

木

金

金

土

土

土

日

土

水

土

日

日

土
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月

土

土
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日

土
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土

日

日
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土

日

日

土
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土

土

日

日

日

土

土

土

日

土

土

土

土

日

土

土

日

日

日

火

水

水

月

火

日

日

木

月

金
祝

水

木

木

水

木

祝

祝

土
祝

日
祝

日
祝

月
振

振

月
振

月
振

祝

祝

祝

祝

2実施OK

1実施OK

1実施OK

1中止OK

1.5
実施OK

2中止NG

1実施OK

1実施OK

1実施OK

実施OK

2NG 実施

1実施OK

2実施OK

1中止OK

2実施OK

2実施OK

1.5
中止NG

NG 1.5
中止

2実施OK

2実施OK

2実施OK

2実施OK

1中止OK

1.5
中止NG

1実施OK

2実施OK

2実施OK

1.5
実施OK

1実施OK

2実施OK

1.5
実施OK

2実施OK

2NG 実施OK

1実施OK

2実施OK

1実施OK

45
実施OK

1実施OK

2実施OK

1.5
実施OK

2中止OK

2実施OK

2中止NG

2実施OK

2中止NG

2実施OK

1実施OK

1.5
中止NG

NG

1.5
実施OK

2中止

1実施OK

2

2

実施OK

実施OK

1.5

1.5

中止NG

NG

中止NGOK

2実施OK

2実施OK

1実施OK

30
実施OK

2中止

1.5 1.5NG 実施OK

2実施OK

2

2

実施OK

中止NG

1実施OK

2実施OK

2中止OK

1.5
実施OK

2実施OK

2実施OK

2実施OK

1実施OK

1実施OK

2NG 実施

1実施OK

30
実施OK

1実施OK

こども講座こども講座こども講座

バードコールづくり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

2実施OK

2 ＋

1実施OK

＋

実施

実施

1.5
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