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渓流の広場

里山の伝統～和凧づくり～　
　【日時】 1 月 23 日（土）10:00 ～ 14:00 

　　　　〈雨天実施・内容変更あり〉

　【内容】障子紙や竹ひごを使った伝統的な和凧を作ります。
　干支やお気に入りのキャラクターなど凧に自由に
　絵を描いて、大空高く揚げてみましょう！

　【講師】楽しむグループボランティア
　【対象】どなたでも（小学生以下は保護者同伴）　　
　【定員】 10 名　　【参加費】500 円　　 

　【持ち物】 お弁当、飲み物、防寒具

とんど　
　【日時】 1 月 17 日（日）9:30 ～ 10:30 〈雨天中止〉

　【内容】里山の伝統行事「とんど」で一年の無病息災を祈り
ましょう！公園で育てたもち米のお土産付きです。

　　　

　【対象】 どなたでも（小学生以下保護者同伴）　　
　【定員】 ２0 名　　【参加費】 200 円　　 

　【持ち物】 防寒具、あれば書き初め、正月飾り

里山自然観察会
　【日時】 3 月 13 日（日）10：00 ～ 12：00〈雨天中止〉

　【内容】 早春の森を観察しながらゆっくり登山しませんか。
森に自生する植物についてスタッフがお話します。い
いにおいの葉っぱや食べられる木の実に出会えるか
も！

　【対象】 小学 3 年生以上（小学生は保護者同伴）　 

   【定員】 10 名　　

　【参加費】 無料　　 【持ち物】 水筒、防寒具

湖畔の広場

湖畔の広場

湖畔の広場

みつろうハンドクリームづくり
　【日時】1 月 3１日（日）11:00 ～ 12:00 〈雨天実施〉

　【内容】 蜜蝋とエッセンシャルオイルで、冬の乾燥肌に
優しいハンドクリームを作ります。　　　　　　
マスクをしながらでも楽しめるアロマの香りで、
癒しのひとときをどうぞ。

　【講師】 牧 美紀 氏

　　　　（アロマアドバイザー、園芸療法士）

　【対象】 小学生以上（小学生以下は保護者同伴）

　【定員】 10 名　　【参加費】700 円 　　 　

　【持ち物】 あればエプロン

湖畔の広場

申込み受付開始

メール・FAX：12 月 1 日（火）午前 8 時～

電話：12 月 1 日（火）午前 10 時～

申込み受付開始

メール・FAX：1 月 5 日（水）午前８時～

電話：1 月 5 日（水）午前 10 時～

バードウォッチング
 【日時】 2 月 13 日（土）10:00 ～ 12:00 〈雨天中止 >

　【内容】 公園の周りにいる身近な鳥を観察しよう！冬は
　木々の葉が落ちて鳥の姿が見やすい時期。　　　
　いろいろな鳥に出会えるかも！

　【講師】 村上 亮 氏（やしろの森公園ボランティア）
　【対象】 バードウォッチング初心者で小学生以上の方
　　　　（小学生は保護者同伴）　　

　【定員】 15 名　　　　【参加費】 100 円　　

　【持ち物】 飲み物、防寒具、メモ帳、筆記用具、

　　　　　 あれば双眼鏡

渓流の広場

湖畔の広場

新型コロナウイルス・天候・参加人数などによりプログラムの中止や内容の変更をする場合があります。!

1月 月

プログラムのご案内プログラムのご案内

丸太の小椅子づくり　
　【日時】 2 月 21 日（日）10:00 ～ 15:00 〈雨天実施〉

　【内容】 公園で採れた間伐材で、どこに置いても馴染む　
　素朴な丸太の小椅子を作ります。木工機械や　　
　工具を使った本格 DIY に挑戦してみませんか。

　【講師】楽しむグループボランティア　

　【対象】 小学 3 年生以上
　　　　  （小学生は保護者同伴）　　
　【定員】 10 名　　【参加費】 700 円　　 

　【持ち物】 飲み物、お弁当、防寒具

兵庫県立なか・やちよの森公園
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湖畔の広場

湖畔の広場

ウォーキング＆ヨガ　
　【日時】 ２月 27 日（土）13:00 ～ 15:00 〈雨天時ヨガのみ〉

　【内容】 冬の森の息吹を感じながら、春に向けて　　　　
　ウォーキング & ヨガで体と心を整えましょう。

　【講師】 マスダ カオリ氏（ヨガインストラクター）

　【対象】 大人（お子様の同伴は小学生以上）　 

   【定員】 12 名　　　【参加費】 300 円　　 

　【持ち物】 飲み物、タオル、動きやすい服装、歩きや

　　　　　すい靴、防寒具、あればヨガマット

裏面に続く→

森の声を聞く

※今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため
　恒例の餅つきは中止し、とんどのみ行います。

森のアロマ時間

間伐材で
天高く揚がる！

道を切り開け！ 湖畔の広場

湖畔の広場

湖畔の広場

湖畔の広場

※今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため
　恒例の餅つきは中止し、とんどのみ行います。　
　ぜひご自宅でもち米料理をお楽しみください♪

★サイズの目安：高さ 40cm、座面の横幅 30 ㎝

はじめての

2021 年 1-3 月

ハイク＆俳句　
　【日時】 1 月９日（土）9:30 ～ 14:00 〈雨天中止〉

　【内容】 ～五七五　白息弾む　初ハイク～

　　　 「プレバト !!」を体験 !? まったりハイキングで季節
を楽しみながら俳句を詠もう！作った句は発表・意
見交換して練り上げます。

　【協力団体】 加美翠流句会

　【対象】 小学 3 年生以上
　　　　（小学生以下は保護者同伴）　　
　【定員】 10 名　　【参加費】無料 　　 

　【持ち物】 筆記用具、メモ帳、お弁当、飲み物、防寒具

渓流の広場

自然を描く

サバイバル登山
 【日時】 2 月７日（日）10:00 ～ 15:00 〈雨天中止 >

　【内容】気分はまるで探検家！普段は歩けない、道なき道を
進んで頂上を目指します。

　【案内人】 学ぶグループボランティア
　【対象】 小学 3 年生以上（小学生は保護者同伴）

　　　　 多少転んでも大丈夫で、体力に自信のある方

　【定員】 10 名　　【参加費】 無料　　

　【持ち物】 飲み物、お弁当、防寒具、軍手、

　　　　　 山に登れる服装、行動食

渓流の広場



    お申し込み･お問い合わせは

県立なか･やちよの森公園運営協議会まで

    お申し込み･お問い合わせは

県立なか･やちよの森公園運営協議会まで

渓流の広場

湖畔の広場

★先着順です。定員になり次第募集を締め切ります。　　　　★キャンセルされる場合はお早目にご連絡下さい。

★キャンセル待ちは行っていません。キャンセルにより募集を再開する場合は HP にてお知らせします。　　　　

★受付開始日時前に申し込まれた場合は無効となります。

★メール、FAX でのお申込み後１日以上たっても返事のない場合は、お手数ですが事務局までお電話ください。

★小学生以下の参加は保護者同伴でお願いします。保護者の方もご一緒にお申込みの上、プログラムにご参加ください。

★雨天中止のプログラムは、前日に天気予報を確認し開催の可否を判断をします。中止の場合は前日 17 時までにご連絡します。

★当日は開始時刻 15 分前には受付をお済ませください。また遅れそうな場合はお電話ください。

　※なお遅刻なさるとご参加いただけないプログラムもあります、ご了承ください。

★参加費はなるべくお釣りのないようお願いします。高額紙幣でお支払いの場合お釣りがご用意できないことがあります。　　　　　　　　

★３歳未満のお子様は参加費不要です。　　　　　★集合場所にご注意ください。

★プログラムの様子を撮影し、ＨＰや機関誌等に掲載させていただく場合があります。

　掲載は断りたいという方はお気軽にお声かけください。

受付開始日の午前 8 時～

・定員の 3 分の１まで

・申し込み確認後、メールで返信します。

  返信できるアドレスからお送りくださるか、

  返信できるアドレスをご記入ください

　　　　　　　　　

受付開始日の午前 8 時～

・定員の 3 分の１まで

・申し込み確認後、FAX で返信します。

FAX 番号を必ずご記入ください

受付開始日の午前 10 時～

・定員の 3 分の１まで

・メール、FAX と受付開始時間が

  異なります

申し込み方法申し込み方法

メール FAX 電話0795-30-0052 0795-30-0050

naka-yachiyonomori
　　　　　@sage.ocn.ne.jp

【開園時間】 9:00 ～ 17:00

【休園日】 月曜日（祝日の場合は翌日以降の平日）
　　　　　12 月 29 日～ 1 月 3 日　

　　【TEL】 0795-30-0050　　　【FAX】 0795-30-0052

        【E-mail】 naka-yachiyonomori@sage.ocn.ne.jp

       【ＨＰ】   なか・やちよの森公園 

　　　http://www.nanohana.server-shared.com

集合場所に
　　ご注意を！

〒677-0133

兵庫県多可郡多可町八千代区俵田 178-27

必要事項

・参加希望のプログラム名

・参加人数

・参加者全員の氏名、年齢、住所（市町村名）

・代表者の電話番号

受付開始日の午前 8 時～

メール

FAX

電話

0795-30-0052

0795-30-0050

naka-yachiyonomori
　　　　　@sage.ocn.ne.jp

受付開始日の午前 10 時～

プログラムの最新情報、募集状況はＨＰで随時お知らせします☆

集合場所にご注意ください

〒677-1133

兵庫県多可郡多可町中区糀屋 677-10

　  プログラム運営の場所 貸し出します
　　  令和 3 年 1 月より、なか・やちよの森公園の場所（湖畔の広場、

渓流の広場）を利用してプログラム運営をしたいという方を募集
します。詳しくは事務局 土居（どい）までお問い合わせください！

湖畔の広場　
山ちゃんと水彩色鉛筆画で遊ぼう

【日時】 3 月 6 日（土）10:00 ～ 12:00 〈雨天実施 >

　【内容】寒さはまだ厳しいものの、春の兆しが感じられるこ
の時期。優しい風合いが楽しめる水彩色鉛筆で、一足
早く咲いた春の花を描きましょう。

　【講師】 山本 萬津美 氏（山ちゃん絵画教室主宰）
　【対象】 大人　　【定員】 2０名　　

　【参加費】 500 円　　【持ち物】 なし

春の花を描く

申込み受付開始

メール・FAX：2 月 2 日（火）午前８時～

電話：2 月 2 日（火）午前 10 時～
月3

ジャガイモをつくろう！シリーズ①

植え付け体験
　【日時】 3 月２０日（土）10:00 ～ 14:00〈雨天中止〉

　【内容】 6 月の収穫を目指して、耕うんから畝立てまで　　
　行いジャガイモを植え付けます。土に触れたい方　
大歓迎です！

   【定員】 ２０名　　　【参加費】 無料　　 

   【持ち物】 お弁当、水筒、軍手、長靴、タオル、防寒具

湖畔の広場

申し込みについての注意点申し込みについての注意点


