
    

里山伝承（全５回）  ～黒豆を栽培しよう～ 

第２回  土寄せ 
◇日時 ７月１６日（土）９：３０～１２：００ 
◇内容 土寄せをします。 
◇対象 第1回に申込みされた方に限ります。  
◇持ち物 飲み物・長靴・軍手・帽子など。  

草木で染めよう  ～型染め～ 
◇日時 第１回 ７月２２日（金）１０：００～１４：００ 

第２回 ７月２３日（土）１０：００～１４：００ 
◇内容 型紙を使って花などの模様を染めます。 
◇対象 大人 ◇定員 各８名 ◇参加費 ５００円 
◇持ち物 弁当・飲み物・エプロン・ゴム手袋・綿100％の 

手ぬぐい又はTシャツ・上履（スリッパ等）など。 

３種類のホタルを観よう 
◇日時 ７月２日（土）１９：００～２１：００ 
◇内容 山の中でフラッシュ点滅する珍しいヒメボタルとゲン

ジボタル、ヘイケボタルを観察します。 
◇対象 小学生～大人 ◇定員 １５名 ◇参加費 ２００円 
◇持ち物 飲み物・懐中電灯・雨具・長靴・長ソデ・長ズボン・ 

上履（スリッパ等）など。 
※歩きやすい服装でお越しください。サンダル不可。 

お子様には必ず大人が同伴してください。 

※雨天中止 

令和４年（２０２２） 

ささやまの森探検隊 
～知られざる秘境地帯をゆく～ 

◇日時 ７月３１日（日）１３：００～１５：００ 
◇内容 ささやまの森公園内を流れる沢の中をジャブジャブと

上流部を目指して歩きます。 
◇対象 小学生～大人 ◇定員 ２０名 ◇参加費 ２００円 
◇持ち物 飲み物・長ソデ・長ズボン・帽子・軍手・タオルなど。 
※沢の中を靴のままで歩きます（サンダル・クロックス厳禁）。 
全身濡れますので、着替えや靴の替えをご持参ください。 

※小雨決行。  

セミのぬけがらを探そう
◇日時 ７月３１日（日）１０：００～１２：００ 
◇内容 セミのぬけがらを採集し、その種類を調べます。 
◇対象 どなたでも ◇定員 １５名 ◇参加費 １００円 
◇持ち物 飲み物・帽子・上履（スリッパ等）など。 
※雨天中止 

マイ箸を作ろう
◇日時 ７月２４日（日） 

パート➀１０：００～１２：００
パート②１３：００～１５：００ 

◇内容 竹で本格的な箸を作ります。  
◇対象 大人 ◇定員 各５名  
◇参加費 ３００円 
◇持ち物 飲み物・上履（スリッパ等）など。  

新型コロナウイルス感染防止にご協力をお願いします。  

・プログラム参加にあたっては、マスクの着用や手指の消毒をお願いします。

・受付時に体温の測定をさせていただきます。ご協力をお願いします。

・体調がすぐれない場合（発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状）には参加をお控えください。

・感染状況によっては、プログラムを急遽中止する場合があります。

7･８･９月 プログラムのご案内 

兵庫県立ささやまの森公園  

参加お申し込み・お問い合わせは裏面をご覧ください。 

お申込みの受付は６月１日（水）９時から 

開園 20周年 守り伝えて創造へ 

夏の特別企画 第１・第３日曜は木工クラフト 
◇日時 ７月３日（日）・１７日（日）・８月７日（日）・２１日（日）・ 

９月４日（日）・１８日（日） 各日 １０：３０～１５：００ 
◇内容 観察したりイメージした森や生き物をテーマに木工クラフトを 

します。（大きさ１０㎝角程度まで） 
◇対象 小学生～大人 ◇定員 各日２５名（申込み不要・随時受付） 
◇参加費 ２００円 ◇持ち物 飲み物・軍手・上履（スリッパ等）など。 
※場所・道具の関係上、お待ちいただく事があります。材料がなくなり 
次第終了します。ご了承ください。 

夏の特別企画 第２・第４日曜はウッドバーニング 
◇日時 ７月１０日（日）・２４日（日）・８月２８日（日） 

９月１１日（日）・２５日（日） 各日 １０：３０～１５：００ 
※８月１４日（日）はありません  

◇内容 木の板に焼きペンで絵や模様を描いたり、レタリングをしたり 
します。木製のバッチやキーアクセサリーを作ることもできま 
す。 

◇対象 小学生～大人  ◇定員  各日２５名（申込み不要・随時受付） 
◇参加費 １００円～３００円 ◇持ち物 飲み物・軍手・上履（スリ 

ッパ等）など。 
※場所・道具の関係上、お待ちいただく事があります。材料がなくなり 
次第終了します。ご了承ください。 

みつろうラップを作ろう 
◇日時 ７月１０日（日） 

パート➀１０：００～１２：００
パート②１３：００～１５：００

◇内容 みつろうで繰り返し使えるキッチンラップを大小２枚 
作ります。 

◇対象 小学生～大人 ◇定員 各８名 ◇参加費 ５００円
◇持ち物 飲み物・軍手・上履（スリッパ等）など。  

森の時計作り 
◇日時 ７月３０日（土）１０：００～１５：００ 
◇内容 公園の間伐材や木の実などを使って家形の時計を作ります。  
◇対象 小学生以上の親子 ◇定員 ８組 ◇参加費 １,０００円 
◇持ち物 弁当・飲み物・鉛筆などの筆記用具・軍手・上履（スリッ 

パ等）など。 ※作業ができる服装でお越しください 

マイ箸

（写真はイメージです。） 



★ プログラムの参加お申し込み・お問い合わせ
(公財)兵庫丹波の森協会 兵庫県立ささやまの森公園
〒669-2512 兵庫県丹波篠山市川原５１１－１
TEL：(079)557-0045 FAX：(079)557-0201
E-mail：csr@sasayamanomori.jp
URL：https://www.sasayamanomori.jp/
開 園 時 間：9:00～17:00
入園料・駐車料：無料
休  園  日：月曜日（月曜日が祝日に当たるときはその翌平日） 

こんにゃくを作ろう 
◇日時 ９月１日（日）１３：００～１５：３０ 
◇内容 こんにゃく芋を使って手作りこんにゃ

くを作ります。 
◇対象 大人 
◇定員 ２０名 ◇参加費 ３００円 
◇持ち物 飲み物・エプロン・三角巾・ゴム手袋

など。 
   

○プログラムの受付は指定の日から、先着順で定員になり次第締
め切ります。

○プログラム開始時刻の 10 分前にはご来園ください。
※時間厳守でお願いします。

○キャンセルされる場合は、必ずお電話ください。
プログラムによってはキャンセル料をいただくことがありま
す。

○荒天の場合、プログラムによっては中止することがあります。
中止の時は事前に、公園から連絡します。

○ＨＰや広報誌にプログラム風景を掲載することがあります。ご
都合の悪い方は参加時に申し出ください。

アマゴのつかみ取りをしよう 
◇日時 ８月６日（土）１０：００～１４：００ 
◇内容 渓流を楽しみながらアマゴをつかみ取り、焼いて食べ

ます。お１人様２匹。 
◇対象 小学生以上の親子 ◇定員 ２０名  
◇参加費 ５００円 
◇持ち物 弁当・飲み物・帽子・軍手・着替えなど。 
※小雨決行 

稲作体験（全５回） 第４回 稲刈り 
◇日時 ９月２５日（日）１３：００～１５：００ ※雨天中止 
◇内容 鎌で稲を刈った後、稲木に掛けて干します。 
◇対象 第1回に申込みされた方に限ります。 
◇持ち物 飲み物・軍手・長靴など。 
※作業ができる服装でお越しください。 

里山伝承（全５回）  ～黒豆を栽培しよう～ 

第３回  除草 
◇日時 ８月２0日（土）９：３０～１２：００ 
◇内容 除草などをします。 
◇対象 第1回に申込みされた方に限ります。 
◇持ち物 飲み物・長靴・軍手・帽子など。 

水辺のいきものを探そう 
◇日時 ８月１３日（土）１３：００～１５：３０ 
◇内容 ペットボトルで、魚をとるワナを作ります。その後、川で

生き物を採集します。 
◇対象 小学生～大人 ◇定員 １5名 ◇参加費 ２００円 
◇持ち物 飲み物・空きペットボトル（２ℓ）１本・タオル・濡れ

てもよい靴・着替え・帽子・あればタモ網・上履（スリ
ッパ等）など。 ※雨天中止 

そば道場シリーズ（全4回） 
ソバを種から育てて、最終的にソバ打ちをします。 

第1回 ～種まき～  
◇日時 ８月２７日（土）９：３０～１２：００ 
◇内容 第１回は種まきをします。※雨天決行 

第２回は１０月２９日（土）に刈取り。第3回は１１月
２６日（土）に脱穀。第4回は１２月１７日（土）にソ
バ打ち。4回とも参加可能な方募集。 

◇対象 大人  ◇定員 ８名 ◇参加費  ２,０００円 
◇持ち物 飲み物・軍手・タオル・雨具・長靴など。 
※畑仕事のできる服装でお越しください。 

草木で染めよう ～クルミ～ 
◇日時 第１回 ９月１6日（金）１０：００～１４：００ 

   第２回 ９月１７日（土）１０：００～１４：００ 
◇内容 クルミの枝葉を煮だして、濃い茶色系に染めます。 
◇対象 大人 ◇定員 各８名 ◇参加費 ５００円 
◇持ち物 弁当・飲み物・エプロン・ゴム手袋・天然素材の布 

（Tシャツ１枚分の大きさまで）・上履（スリッパ等） 
など。 

草木で染めよう ～藍の生葉～ 
◇日時 ８月２１日（日） 

パート➀１０：００～１２：００ 
パート②１３：００～１５：００ 

◇内容 公園内で育てた藍の生葉でシルクストールを染めます。 
◇対象 小学生～大人 ◇定員 各８名  
◇参加費 ２,０００円 
◇持ち物 飲み物・エプロン・ゴム手袋・上履（スリッパ等）など。 

親子で薪割り体験 
◇日時 ９月３日（土）１５：００～１９：３０ 
◇内容 親子で薪割りを体験します。薪でお湯を沸かしカップ 

ラーメンを食べます。森のとばりを楽しみます。 
◇対象 小学生以上の親子 ◇定員 １０組 ◇参加費 ５００円  
◇持ち物 お好みのカップ麺・飲み物・軍手・虫刺され時の薬など。 
※作業ができる服装でお越しください。
※気温も下がりますので長ズボン・長袖シャツ・長靴など、 
ご準備ください。

親子で楽しむ工作 ～モビールづくり～ 
◇日時 ８月２0日（土）１０：００～１５：００ 
◇内容 羽ばたく鳥のモビールを作ります。 
◇対象 小学生を含む親子2人 ◇定員 ５組 ◇参加費 １,５００円 
◇持ち物 弁当・飲み物・鉛筆などの筆記用具・軍手・上履（スリッパ等）など。 
※作業ができる服装でお越しください。 

マイスツールを作ろう
◇日時 ９月１８日（日）１0：００～１５：００  
◇内容 公園の間伐材を使ってスツールを作ります。 

（幅約45㎝×高さ約42㎝ほど） 
◇対象 大人 ◇定員 １０名  
◇参加費 １,５００円 
◇持ち物 弁当・飲み物・軍手・鉛筆などの 

筆記具など。  
※作業ができる服装でお越しください。 

布ぞうりを作ろう 
◇日時 ９月２５日（日）１0：００～１５：００ 
◇内容 いらないTシャツを使ってぞうりを作ります。  
◇対象 大人 ◇定員 １０名 ◇参加費 ５００円 
◇持ち物 弁当・飲み物・不用なTシャツ３枚・あれば布切ハ 

サミ・上履（スリッパ等）など。 

兵庫県立ささやまの森公園 7･8･9 月プログラムのご案内

令和４年（2022） 開園 20周年 守り伝えて創造へ 

お申込みの受付は 7 月 1日（金）９時から 

お申込みの受付は 8 月 2日（火）９時から 

（写真はイメージです。） 

https://www.sasayamanomori.jp/



