
 

と  
大きな分類で言うと、セミはカメムシのなかまです。 

 

クサギカメムシは、 カメムシ目／カメムシ亜目／カメムシ科／クサギカメムシ（一部省略） 

一方、アブラゼミは、 カメムシ目／ヨコバイ亜目／セ ミ 科／アブラゼミ （一部省略） 

 

と、どちらも「カメムシ目」に分類されています。 

このカメムシ目に分類されている最大の特徴は、「クチが細長く針みたいになっている」ことです。 

ちなみに、アメンボやタガメなんかも、カメムシ目なんですよ。もし、観察できるチャンスがあれば、

そーっと様子を見てくださいね。 

ちなみにちなみに、同じく口が細長いチョウは、「チョウ目」なのでカメムシの仲間ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

森の紙芝居 

森にあそびに来たら、紙芝居が待っているよ！小さなお子様から大人まで楽しめる紙芝居をた

くさん用意してお待ちしております！ 

対象 どなたでも 定員 なし 参加費 無料 雨天時 雨天決行 

日程 
【7 月】   【8 月】   【9 月】 

10 日(日)・18 日(月)  11 日(木)・14 日(日)  11 日(日)・19 日(月) 

24 日(日)   28 日(日)   23 日(金)・25 日(日) 

時間 それぞれ 10 時～14 時に開催しています。お好きな時間にお越しください（予約不要） 

 

私たちは、SDGs の取り組みに賛同し、取り組んでいます。 

神姫バスグループ共同事業体 

代表団体 神姫トラストホープ株式会社 

 

本格的に暑くなっても森の生きものや植物はとても元気！ 

今回は７月～９月に見られる虫や花を紹介します。見に来てくださいね。 

サルスベリの花 タマムシ セミの抜け殻 

クサギの花にジャコウアゲハ サギソウ ナツアカネ 

ニホンジカ ハイイロチョッキリのおとしもの ニホンアカガエル 

ミツバアケビの実 ニホントカゲ ニワハンミョウ 

のめぐみ 
2022 年 号 姫路市自然観察の森 情報紙 



 
  

ロープで木登り体験(ツリーイング) 

ロープを使って木登りにチャレンジ！ 

7 月に木の上から見える景色を楽しんでみよう。 

対象 6 歳以上 定員 各回15 人 

参加費 ひとり2,500 円 雨天時 雨天中止 

日時 
7 月 2 日（土） ①9：30～／②11：00～ 

／③12：45～／④14：00～／⑤15：15～ 

備考 応募時には希望時間①～⑤もご明記ください。 
 

7 月絵本をよんで親子であそぼ 

季節に合わせた色々な絵本の読み聞かせと 

しぜんあそびをします。 

対象 3 歳～未就学児 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 雨天時室内 

日時 7 月 3 日（日） 10：00～12：00 

備考 応募時には必ず希望月をご明記ください 
 

金曜竹工作 こんちゅう編 

竹を使ってカブトムシやカタツムリをつくろう。 

紙やすりなどの道具を使うよ。 

対象 小学 3 年生以上 定員 各回15 人 

参加費 ひとり1,000 円 雨天時 雨天決行 

日時 
８月５日（金） ①10：00～12：00 

   ②13：30～15：30 

備考 応募時には必ず曜日と希望時間もご明記ください 
 

土曜竹工作 こんちゅう編 

竹を使ってカブトムシやカタツムリをつくろう。 

紙やすりなどの道具を使うよ。 

対象 小学 3 年生以上 定員 各回15 人 

参加費 ひとり1,000 円 雨天時 雨天決行 

日時 
８月６日（土） ①10：00～12：00 

   ②13：30～15：30 

備考 応募時には必ず曜日と希望時間もご明記ください 
 

9 月絵本をよんで親子であそぼ 

季節に合わせた色々な絵本の読み聞かせと 

しぜんあそびをします。 
対象 3 歳～未就学児 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 雨天時室内 

日時 9 月 4 日（日） 10：00～12：00 

講師 応募時には必ず希望月をご明記ください 
 

土曜コケ玉教室 

オーソドックスな丸でも四角でも三角でも OK。 

好きな形にして自分だけの作品を作ってみよう！ 

対象 小学生以上 定員 15 人 

参加費 ひとり1,500 円 雨天時 雨天決行 

日時 9 月 10 日（土） 10：00～11：30 

備考 応募時には必ず希望曜日をご明記ください 
 

7 月森のフシギさがし 

森にはフシギがいっぱい。街より涼しいのはなぜ？ 

みんなでたんけんして森のナゾを解き明かそう 

対象 4 歳以上 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 小雨決行 

日時 7 月 10 日（日） 10：00～12：00 

備考 応募時には必ず希望月をご明記ください 
 

キノコ観察会 

魅惑のキノコの世界へようこそ。キノコの先生と一

緒にみんなで魅力あふれるキノコを知りつくそう 

対象 小学生以上 定員 20 人 

参加費 ひとり1,000 円 雨天時 雨天決行 

日時 7 月 16 日（土） 9：30～12：30 

備考 軍手をご準備ください。 
 

日曜竹工作 こんちゅう編 

竹を使ってカブトムシやカタツムリをつくろう。 

紙やすりなどの道具を使うよ。 

対象 小学 3 年生以上 定員 各回15 人 

参加費 ひとり1,000 円 雨天時 雨天決行 

日時 
８月７日（日） ①10：00～12：00 

   ②13：30～15：30 

備考 応募時には必ず曜日と希望時間もご明記ください 
 

8 月絵本をよんで親子であそぼ 

季節に合わせた色々な絵本の読み聞かせと 

しぜんあそびをします。 

対象 3 歳～未就学児 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 雨天時室内 

日時 8 月 7 日（日） 10：00～12：00 

備考 応募時には必ず希望月をご明記ください 
 

9 月森のフシギさがし 

森にはフシギがいっぱい。トンボのメガネは何色か

な？みんなでたんけんして森のナゾを解き明かそう 
対象 4 歳以上 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 小雨決行 

日時 9 月 11 日（日） 10：00～12：00 

備考 応募時には必ず希望月をご明記ください 
 

日曜コケ玉教室 

オーソドックスな丸でも四角でも三角でも OK。 

好きな形にして自分だけの作品を作ってみよう！ 
対象 小学生以上 定員 15 人 

参加費 ひとり1,500 円 雨天時 雨天決行 

日時 
9 月 11 日（日） ①10：00～11：30 

    ②13：30～15：00 

備考 応募時には必ず希望曜日と時間をご明記ください 
 

ボタニカルキャンドルをつくろう 

ドライフラワーを使って見た目もかわいい 

手作りキャンドルをつくりましょう。 

対象 小学 3 年生以上 定員 各回15 人 

参加費 ひとり2,000 円 雨天時 雨天決行 

日時 
7 月 18 日（月祝） ①10：00～12：00 

     ②13：30～15：30 

備考 応募時には必ず希望時間もご明記ください 
 

7 月ぶらりウォーキング 

健康のため！日頃のストレス発散に！ 

森林浴をして心も体もリフレッシュしましょう。 

対象 大人（3 ㎞程度歩行可能な方） 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 小雨決行 

日時 7 月 21 日（木） 10：00～12：00 

備考 応募時には必ず希望月をご明記ください 
 

ストーンペイント 

身近な場所で見つかる「石」。カタチもいろいろ。 

アクリル絵の具で石に好きな絵を描いてみよう！ 

対象 小学生以上 定員 各回15 人 

参加費 ひとり1,000 円 雨天時 雨天決行 

日時 
8 月 11 日（木祝） ①10：00～12：00 

     ②13：30～15：30 

備考 応募時には必ず曜日と希望時間もご明記ください 
 

土曜フラワーアクセサリーを作ろう 

ワイヤーで作った花びらにマニキュアで膜を作って

フラワーアクセサリーを作ります。 

対象 小学 3 年生以上 定員 各回15 人 

参加費 ひとり2,000 円 雨天時 雨天決行 

日時 8 月 13 日（土） 9：30～12：30 

備考 応募時には必ず曜日をご明記ください 
 

9 月ぶらりウォーキング 

健康のため！日頃のストレス発散に！ 

森林浴をして心も体もリフレッシュしましょう。 

対象 大人（3 ㎞程度歩行可能な方） 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 小雨決行 

日時 9 月 15 日（木） 10：00～12：00 

備考 応募時には必ず希望月をご明記ください 
 

もっとバッタと友達になろう 

自然大好き！バッタ大好き！でも、バッタの耳は 

どこにある？見て・知って・触れてみましょう。 

対象 小学生以上 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 小雨決行 

日時 9 月 19 日（月祝） 10：00～12：00 

備考  
 

金曜クラフト教室 貯金箱編 

ノコギリや金づちを使って小鳥の貯金箱を作って 

みましょう。夏休みの工作にピッタリ！ 

対象 小学 3 年生以上 定員 各回5 人 

参加費 ひとり1,500 円 雨天時 雨天決行 

日時 
7 月 29 日（金） ①10：00～12：00 

    ②13：30～15：30 

備考 応募時には必ず曜日と希望時間もご明記ください 
 

土曜クラフト教室 貯金箱編 

ノコギリや金づちを使って小鳥の貯金箱を作って 

みましょう。夏休みの工作にピッタリ！ 

対象 小学 3 年生以上 定員 各回5 人 

参加費 ひとり1,500 円 雨天時 雨天決行 

日時 
7 月 30 日（土） ①10：00～12：00 

    ②13：30～15：30 

備考 応募時には必ず曜日と希望時間もご明記ください 
 

8 月森のフシギさがし 

森にはフシギがいっぱい。セミのぬけがらや 

サギソウなどをみんなでたんけんして見つけよう 

対象 4 歳以上 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 小雨決行 

日時 8 月 14 日（日） 10：00～12：00 

備考 応募時には必ず希望月をご明記ください 
 

日曜フラワーアクセサリーを作ろう  

ワイヤーで作った花びらにマニキュアで膜を作って

フラワーアクセサリーを作ります。 
対象 小学 3 年生以上 定員 15 人 

参加費 ひとり2,000 円 雨天時 雨天決行 

日時 8 月 14 日（日） 13：00～16：00 

備考 応募時には必ず曜日をご明記ください 
 

秋の虫と友達になろう 

鳴く虫の種類や姿、名前の由来などを学んだ後に森

や草原を歩きながら秋の虫を探しましょう。 

対象 小学生以上 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 小雨決行 

日時 9 月 23 日（金祝） 10：00～12：00 

備考  
 

土曜苔テラリウム教室 

はじめてでもカンタンに作れます！ビンの中に苔を

使った小さな世界を作ってみましょう。 

対象 小学生以上 定員 15 人 

参加費 ひとり1,500 円 雨天時 雨天決行 

日時 9 月 24 日（土） 10：00～11：30 

備考 応募時には必ず希望曜日をご明記ください 
 

日曜クラフト教室 木の時計編 

木や木の実を使った時計を作ってみましょう。 

夏休みの工作にピッタリ！！ 

対象 小学 3 年生以上 定員 各回15 人 

参加費 ひとり1,500 円 雨天時 雨天決行 

日時 
7 月 31 日（日） ①10：00～12：00 

    ②13：30～15：30 

備考 応募時には必ず希望時間もご明記ください 
 

 土曜親子で竹あかり作り 

電動ドリルを使って世界に一つだけのオシャレな竹

あかりを作りましょう。親子でレッツチャレンジ！ 
対象 小学 3 年生以上 定員 10 組(1組 2名) 

参加費 1組1,500 円 雨天時 雨天決行 

日時 8 月 20 日（土） 10：00～12：00 

備考 応募時には必ず曜日をご明記ください 
 

日曜親子で竹あかり作り 

電動ドリルを使って世界に一つだけのオシャレな竹

あかりを作りましょう。親子でレッツチャレンジ！ 
対象 小学 3 年生以上 定員 10 組(1組 2名) 

参加費 1組1,500 円 雨天時 雨天決行 

日時 
8 月 21 日（日） ①10：00～12：00 

    ②13：30～15：30 

備考 応募時には必ず曜日と希望時間もご明記ください 
 

日曜苔テラリウム教室 

はじめてでもカンタンに作れます！ビンの中に苔を

使った小さな世界を作ってみましょう。 

対象 小学生以上 定員 15 人 

参加費 ひとり1,500 円 雨天時 雨天決行 

日時 
9 月 25 日（日） ①10：00～11：30 

    ②13：30～15：00 

備考 応募時には必ず希望曜日と時間をご明記ください 
 

 

申し込み方法 
・ホームページまたはファックスにてお申し込みください。（電話による受付は致しません） 

・各イベント実施日の１週間前の正午に締め切り後、 

応募者多数の場合は抽選し、当否の結果を連絡いたします。 

 

＜ホームページの場合＞ 
① このチラシ右下の「お問い合わせ」欄にある QR コードからホームページにアクセスして 

ください。 

② トップページを下にスクロールし、「行事・イベントのお申し込み方法」を選んでください。 

③ 行事・イベントのお申し込み方法のページ内にある 

「１．行事・イベントのお申し込みフォーム」のリンクを選んでください。 

④ 行事・イベントのお申し込みフォーム（入力画面）内の 

「行事名（希望日時も入力）」、「参加者全員のお名前と年齢」等の 

必須項目をすべて入力し、「入力内容の確認」ボタンを選んでください。 

※行事名に希望時間の記入がない場合、「どの時間でも参加できる」と判断させていただきます。 

 

⑤ 入力内容に間違いが無ければ、「送信」ボタンを選んでください。 

⑥ 送信後、入力していただいたメールアドレスに受付完了メールが届きます。届かない場合は、 

お問い合わせ先にご連絡ください。 

 

＜ファックスの場合＞ 
右記の注意事項を確認のうえ、参加を希望するイベント名・参加者全員の名前、ふりがな、年齢と、 

代表者の住所、電話番号、ＦＡＸ番号を記入し、079-269-1270 宛にファックスしてください。 

ウッドバーニング 

電気ゴテで木材に文字やイラストを描いて 

みましょう。オシャレなインテリアの完成です。 
対象 小学 3 年生以上 定員 各回6 人 

参加費 ひとり1,500 円 雨天時 雨天決行 

日時 
8 月 27 日（土） ①10：00～12：00 

    ②13：30～15：30 

備考 応募時には必ず希望時間をご明記ください 
 

小鳥の羽根ブローチを作ろう 

木材に色をぬって、ヒレンジャクの羽型ブローチを 

作ってみましょう。 
対象 小学生以上 定員 20 人 

参加費 500 円 雨天時 雨天決行 

日時 8 月 28 日（日） 10：00～12：00 

備考 筆をご準備ください 
 

注意事項 
・基本的に、小学生以下は保護者同伴です。屋外で活動するイベントは保護者の方や対象年齢未満

の方も保険代として参加費が発生いたします。 

・物作りのイベントにお申し込みをされる場合は、参加する方（参加費が発生します）と同伴の方

（参加費が発生しません）が分かるようにお申し込みください。 

 

お願い 
・新型コロナウイルス感染症拡大などの影響により、イベントが中止になる場合があります。 

・やむなくキャンセルされる場合は、早めにご連絡ください。 

・イベント当日、兵庫県南西部に気象警報が発令されている場合は、イベントを中止する旨を 

ホームページにてご連絡いたします。 

 

お問い合わせ 
姫路市自然観察の森 
〒671-2233 姫路市太市中 915番地 6 

TEL：079-269-1260 

FAX：079-269-1270 

H P：https://www.h-shizenkansatsu.jp/ 

 

 

 

※応募受付は、6 月 1 日からイベント開催日の 1 週間前の正午までです。 ※応募受付は、7 月 1 日からイベント開催日の 1 週間前の正午までです。 ※応募受付は、8 月 1 日からイベント開催日の 1 週間前の正午までです。 

「ウッドバーニング」の様子 「小鳥の羽ブローチを作ろう」の様子 「絵本をよんで親子であそぼ」の様子 

「森のフシギさがし」の様子 「親子で竹あかり作り」の様子 「もっとバッタと友達になろう」の様子 

「秋の虫と 

友達になろう」 

の様子 

「ぶらりウォーキング」 

の様子 

「苔テラリウム教室」 

の様子 「クラフト教室 木の時計編」の様子 


