
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

めぐみの 
2022 年 号 姫路市自然観察の森 情報紙 

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 

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 

T E L：079-269-1260 

FAX：079-269-1270 

H P：https://www.h-shizenkansatsu.jp/ 

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 下記「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」（右図参照） 

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（右図参照） 

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、 

下記のお問い合わせ先にご連絡ください。 

＜ファックスの場合＞ 

下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。 
 

注意事項 
・基本的に、大人を対象としたイベント以外はすべて保護者同伴です。 

・「野外で体験・遊ぶ・学ぶ」欄のイベントは、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。 

・「室内で体験・作る・学ぶ」欄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。 

春、寒い冬を乗り越えた森の植物や動物たちが、活動を開始しますよ！ 

とくに、春の森は花ざかり♪ 今回は 4 月～6 月に咲く花を紹介します。 

他にもスミレやサツキなど、たくさんの花が咲くので、見に来てくださいね。 

 

あたたかな陽ざしの中、木々は一斉に芽吹き、森は柔らかな緑に包まれます。 

色鮮やかな花、ほのかに香る花、見落としそうなぐらい地味な花など、多くの花も

咲いています。 

森の中は、オオルリやシジュウカラなど野鳥のさえずりや色とりどりの花。 

特に花の蜜を吸いにやってくるチョウやマルハナバチたちは大忙しです。 

森の中が騒がしくなり、まさに春本番。 春の森の中はフシギがいっぱい！ 

森の音、風の音、虫たちの羽音、大地の香りが体全体を優しく包んでくれますよ。 

コロナ禍でお家での時間も多い今日この頃ですが、四季折々に自然の変化や 

不思議を体感でき、様々なイベントを開催している姫路市自然観察の森へお出かけ

しませんか？ 

姫路市自然観察の森 所長 河瀬 雅文 

マルバアオダモ サクラの木にエナガ ヤマツツジ 

ナツハゼ エゴノキ ヤマボウシ 

ハコネウツギ ヤブムラサキ ネムノキ 



 野外で体験・遊ぶ・学ぶ 

イベントカレンダー（詳細はイベント一覧をチェックしてね） 

 

室内で体験・作る・学ぶ 

バードウォッチング入門 
カレンダーNo 

○あ  

森をゆっくり歩きながら野鳥のくらしを観察しましょう。 

双眼鏡と図鑑の使い方も説明します。 

対象 小学生以上 定員 １２人 参加費 ひとり３００円 

日時 ４月２日(土)・５月７日(土)・6 月 19 日(日) 
９時５０分～１２時（小雨決行） 

備考 ※応募時には必ず希望日もご明記ください 
 

絵本をよんで親子であそぼ 
カレンダーNo 

○い  
毎月、季節に合わせたいろいろな絵本の読み聞かせや 

自然遊びをします。 

 対象 ３歳～未就学児 定員 ２０人 参加費 ひとり３００円 

日時 ４月３日（日） ・ ６月５日（日） 
１０時～１２時（雨天決行） 

備考 ※応募時には必ず希望日もご明記ください 
 

森をまるごと楽しもう 
カレンダーNo 

○う  

森の恵みを感じながら、ゆっくり森歩きを楽しみます。 

草木茶やオカリナ演奏で心と体をほぐしましょう！ 

対象 大人のみ 定員 ２０人 参加費 ひとり３００円 

日時 ４月７日（木） 
１０時～１２時（雨天中止） 

備考  

森のフシギさがし 
カレンダーNo 

○え  

森にはフシギがいっぱい。 

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 

日時 
4 月 10 日(日)・5 月 8 日(日)・6 月 12 日(日) 

１０時～１２時（雨天決行） 

備考 ※応募時には必ず希望日もご明記ください 

ロープで木登り（ツリーイング体験） 
カレンダーNo 

○お  
ロープを使って木登りにチャレンジ！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 １５人 参加費 ひとり２５００円 

日時 ４月１６日（土） ・ ６月４日（土） 
9：30～／11：00～／12：45～／14：00～／15：15～（各回 1時間）（雨天中止） 

備考 ※応募時には必ず希望日時もご明記ください 
 

ぶらりウォーキング 
カレンダーNo 

○か  
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  定員 ２０人 参加費 ひとり３００円 

日時 ４月２１日(木)・５月１９日(木)・6 月 16 日(木) 
１０時～１２時（小雨決行） 

備考 ※応募時には必ず希望日もご明記ください 
 

森のおみせやさん 
カレンダーNo 

○き  
木の実を使ってお買い物体験をしてみよう。 

工作やゲームのお店もあるよ。 

対象 3 歳～未就学児 定員 １０人 参加費 ひとり３００円 

日時 ５月４日（水祝） 
①１０時～１１時（雨天決行） 

備考  

森をおさんぽ絵本よみ 
カレンダーNo 

○く  
森の中で絵本を読んだり、お散歩をしたり、みんなで 

ゲームをして遊びましょう。 

対象  定員 ２０人 参加費 ひとり３００円 

日時 ５月５日（木祝） 
１０時～１２時（雨天中止） 

備考  

梅雨時の生きものウォッチング 
カレンダーNo 

○け  
濡れた地面にキラキラと輝く道や、ニョキニョキと生えて

くるものなど。実際に森を歩いて観察してみましょう。 

対象 小学生以上 定員 ２０人 参加費 ひとり３００円 

日時 ６月１８日（土） 
１０時～１２時（小雨決行） 

備考  

ウッドバーニング 
カレンダーNo 

○Ａ  
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 ７人 参加費 ひとり１５００円 

日時 ４月９日（土） ・ ４月１０日（日） 
①１０時～１２時／②１３時３０分～１５時３０分（雨天決行） 

備考 ※応募時には必ず希望日時もご明記ください 
 

ハーバリウム教室 
カレンダーNo 

○Ｂ  
身近な草花をガラスのビンにつめてオイルを入れると透明

感あふれるインテリアフラワーの完成です！ 

対象 小学生以上 定員 １５人 参加費 ひとり１５００円 

日時 ４月２３日（土） ・ ４月２４日（日） 
①１０時～１２時／②１３時３０分～１５時３０分（雨天決行） 

備考 ※応募時には必ず希望日時もご明記ください 
 

木工クラフト教室 
カレンダーNo 

○Ｃ  
オリジナルの木の時計を作ろう。 

ドングリや枝などの自然素材でかざりつけをするよ。 

対象 小学 3 年生以上 定員 １5 人 参加費 ひとり１５００円 

日時 ４月２９日（金祝） ・ ４月３０日（土） 
①１０時～１２時／②１３時３０分～１５時３０分（雨天決行） 

備考 ※応募時には必ず希望日時もご明記ください 
 

ストーンペインティング 
カレンダーNo 

○Ｄ  
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思い思いの絵を描いてみよう！ 

対象 小学生以上 定員 １５人 参加費 ひとり１０００円 

日時 ５月１日（日） 
①１０時～１２時／②１３時３０分～１５時３０分（雨天決行） 

備考 ※応募時には必ず希望時間もご明記ください 
 

竹工作教室（いきもの編） 
カレンダーNo 

○Ｅ  
竹を使ってカブトムシを作ってみよう。 

ノコギリや紙やすりなどの道具を使うよ。 

対象 小学 3 年生以上 定員 １５人 参加費 ひとり１０００円 

日時 ５月１４日（土） ・ ５月１５日（日） 
①１０時～１２時／②１３時３０分～１５時３０分（雨天決行） 

備考 ※応募時には必ず希望日時もご明記ください 
 

草木染の布でブローチつくり 
カレンダーNo 

○Ｆ  
東北地方に受け継がれてきた“こぎん刺し”で、 

オリジナルのブローチを作ってみましょう。 

対象 小学 4 年生以上 定員 ２０人 参加費 ひとり５００円 

日時 ５月２１日（土） 
９時３０分～１２時（雨天決行） 

備考  
 

親子で竹あかり作り 
カレンダーNo 

○Ｇ  
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！（1 組 2 名） 

対象 小学 3 年生以上 定員 １０人 参加費 ひとり１５００円 

日時 ５月２８日（土） ・ ５月２９日（日） 
①１０時～１２時／②１３時３０分～１５時３０分（雨天決行） 

備考 ※応募時には必ず希望日時もご明記ください 
 

コケ玉作り 
カレンダーNo 

○Ｈ  
オーソドックスな丸でも四角でも三角でもオッケー！ 

好きな形に土を丸めて自分だけのコケ玉を作ってみよう！ 

対象 小学生以上 定員 １５人 参加費 ひとり１５００円 

日時 ６月１１日（土） ・ ６月１２日（日） 
①１０時～１１時３０分／②１３時３０分～１５時（雨天決行） 

備考 ※応募時には必ず希望日もご明記ください 
 

苔テラリウム教室 
カレンダーNo 

○I  
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１５００円 

日時 ６月２５日（土） ・ ６月２６日（日） 
①１０時～１１時３０分／②１３時３０分～１５時（雨天決行） 

備考 ※応募時には必ず希望日時もご明記ください 
 

ナチュラルクラフトを楽しむ会 
カレンダーNo 

○Ｊ  
手作り初めてさんのクラフト会です。大切な人の安全や健康を

願って小さな動植物の「背守り刺しゅう」をしましょう。 

対象 大人のみ 定員 １０人 参加費 ひとり５００円 

日時 ６月９日（木） 
１０時～１２時（雨天決行） 

備考 ※ご家族やご自身のシャツをご持参ください 
 

 
月 火 水 木 金 土 日 

28 29 30 31 1 2 3 

     ○あ  ○い  

4 5 6 7 8 9 10 

   ○う   ○A  ○A○え☆ 

11 12 13 14 15 16 17 

     ○お   

18 19 20 21 22 23 24 

   ○か   ○B  ○B ☆ 

25 26 27 28 29 30 1 

    ○C ☆ ○C   

 

 
月 火 水 木 金 土 日 

25 26 27 28 29 30 1 

      ○D  

2 3 4 5 6 7 8 

  ○き  ○く   ○あ  ○え☆ 

9 10 11 12 13 14 15 

     ○E  ○E  

16 17 18 19 20 21 22 

   ○か   ○F  ☆ 

23 24 25 26 27 28 29 

     ○G  ○G  

30 31 1 2 3 4 5 

       

 

 
月 火 水 木 金 土 日 

30 31 1 2 3 4 5 

     ○お  ○い  

6 7 8 9 10 11 12 

   ○J   ○H  ○H ○え☆ 

13 14 15 16 17 18 19 

   ○か   ○け  ○あ  

20 21 22 23 24 25 26 

     ○I  ○I ☆ 

27 28 29 30 1 2 3 

       

 

森のかみしばい 
カレンダーNo 

☆ 
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 

日時 

４月１０日（日）・２４日（日）・２９日（金祝） 

５月 ８日（日）・２２日（日） 

６月１２日（日）・２６日（日） 
各日１０時～１４時（雨天決行） 

備考 事前申し込みは必要ありません。 

申込方法は裏面を見てね！ 

※応募受付は、イベント開催日の前月の 1 日から１週間前の正午までです。 ※応募受付は、イベント開催日の前月の 1 日から１週間前の正午までです。 


