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　奈良県では、大切な森林を県民全てで守り育てる意識を醸成するため、

平成 18年度の森林環境税の導入を契機として、夏休み期間を「山と森林の

月間」に制定しました。また、平成20年度には、奈良の美しい山と川を育み、

次世代へ引き継いでいくことを目指して、国民の祝日である 7月の第 3月

曜日（海の日）を「奈良県山の日・川の日」と定めました。

　この冊子は、「奈良県山の日・川の日」・「山と森林の月間」の趣旨にご賛

同いただいた団体等が実施する、山（森林）や川（水辺）な

ど自然に関するイベントの情報をまとめたものです。人

の流れが多い夏休みを含めた７月及び８月に開催される

イベントを集約していますので、より多くの人に自然を

体験していただき、奈良の山や川の

重要性や魅力を再認識していただけ

れば幸いです。

はじめに
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抽選で５０名（県内在住の小学生と保護者）／ 参加無料（天理駅から無料バス）要昼食
日時：７月２７日（日）9:30 ～14:00 ／ 場所：天理市 天理ダム
申込方法：往復ハガキに参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、学年、住所、連絡先を記載して下記へ（7 月 7 日必着）。
問い合わせ先：天理ダム管理センターあおがき探検隊事務局 〒 632-0123 天理市長滝町 14-7　TEL：0743-63-2505

７月１９日（土）開催
問い合わせ先：県河川課河川計画係 TEL：0742-27-7507
場所（集合場所・集合時間）：◎田原本町 飛鳥川（県営福祉パーク・7:00）
７月２１日（月・祝）開催
問い合わせ先：県河川課河川環境改善係 TEL：0742-27-7504
場所（集合場所・集合時間）：◎奈良市 佐保川・菩提川（大安寺西小学校・7:45）◎奈良市 菰川（大安寺西小学校・7:45、他 4
箇所・8:00）◎大和郡山市 富雄川（満願寺橋・8:30）◎大和高田市 高田川（大中公園北側・8:30）◎宇陀市 宇陀川（旧榛原町
役場裏駐車場・7:45）◎吉野町 吉野川（リバーフィールド吉野・9:30）◎五條市 吉野川（芝崎河川公園・8:30）

奈良県山の日・川の日
7 月第 3 月曜日は「奈良県山の日・川の日」です。

県河川課及び関係機関では「奈良県山の日・川の日」関連イベントとして、
次のイベント等を開催します！※各イベントには公共交通機関をご利用下さい。

奈良県山の日・川の日条例（平成 20 年 7 月 11 日制定）

　海に面していない奈良県では、山と川が身近な
自然であり、歴史と文化の源です。山と川の重要
性や魅力について理解を深め、奈良の美しい山と
川を次世代に残すことを目指して、国民の祝日で
ある７月の第３月曜日を「奈良県山の日・川の日」
と定めました。

「奈良県山の日・川の日」についての詳細 奈良県河川課ホームページ

「奈良県山の日・川の日」についてのお問い合わせ先

川の環境について楽しく学んだ後は、飛鳥川でリバーウォッチング！
生き物観察日記を書こう。

普段は見られないダム堤体内の探検と近くの川でリバーウォッチング！
夏休みの自由研究に。

地域住民、国、県、市町村が連携し河川の清掃活動を実施します。申込不要。
※清掃ができる服装でお越しください。

奈良県農林部森林整備課緑化推進係 TEL:0742-27-7475
奈良県県土マネジメント部河川課河川環境改善係 TEL：0742-27-7504

http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=14568

　関係機関と相互に連携を図りつつ、「奈良県山
の日・川の日」の趣旨にふさわしい取組を、県が
率先して推進することにより、もって誇りと愛着
を持てる奈良の美しい山と川を育み、次世代へ引
き継いでいきたいと考えています。

第20回みんなのかっぱ教室

第15回あつまれ！あおがき探検隊

川の清掃デー

先着１３０名（県内在住の小学生と保護者）／ 参加無料 要昼食
日時：７月２１日（月・祝）10:00 ～15:00 ／ 場所：明日香村 あすか風舞台、飛鳥川
申込方法：ハガキ、FAX、Ｅメール（氏名、年齢、住所、電話番号、参加人数（大人○人、子ども○人）を記載して下記へ（7 月 11 日まで）。
問い合わせ先：奈良県河川課 河川環境改善係 〒 630-8501 奈良市登大路町 30
　　　　　　   TEL：0742-27-7504　FAX：742-22-1399　E-mail：river-29@m4.kcn.ne.jp
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山と森林の月間夏休みは

県森林整備課では、「山と森林の月間」に関連したイベント
「森林体験山もり・てんこ森」を開催します！

山と森林の月間についての詳細 奈良県森林整備課ホームページ

イベントについての詳細 奈良県森林整備課ホームページ

お問い合わせは、下記奈良県森林整備課緑化推進係まで

お問い合わせ先：奈良県森林整備課緑化推進係　TEL：0742-27-7475

http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=7458

http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=1673

奈良県では夏休み期間を「山と森林の月間」と定めています。
（平成 26 年度は 7 月 19 日～ 8 月 31 日です。）
山や森林を守り育てる意識を深めるため、
期間中は奈良県内の各地で山や森林に関するイベントを開催します。

このマークの
ついているイベントは
山と森林に関する
イベントです。

木工工作や
林業体験など、
様々なイベントを
開催します。

森林体験山もり・てんこ森 平成26年７月21日（月・祝）
10時00分～15時00分

入場
無料

住所：奈良市都祁吐山町 2040　TEL：0743-82-0508

住所：川上村宮の平（迫 590-2）
TEL：0746-52-0888

奈良県立野外活動センター

森と水の源流館

With はやまフェスタ In 都祁北部会場

南部会場

森林伐採体験、石窯で焼くピザ作り、
バウムクーヘン作りなど実施します。

施設を無料開放します！

このほかにもたくさんあるよ！
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イベント情報
イベント名

①

④ ⑤

③

②

開催日時 開催場所市町村名

イメージ写真

あじさいまつり

約 4,000 株のあじさいが咲き、夜はライ
トアップされます。6 月 28 日（土）29
日（日）開催のイベントでは特産物も振る
舞われます。

H26年6月14日（土）～H26年7月7日（月） 吉野町
1吉野町吉野山
2定員無し
3無料

なし

吉野山観光協会
【TEL】0746-32-1007
【HP】http://www.yoshinoyama-sakura.jp/

申込み不要申

無料 随時

第２回“やすまろさん米”稲作体験のご案内（申込み期限：５月 16 日（金）～６月 24 日（火）／先着順）

太安万侶のふるさとの地で農業体験（田
植え・稲刈り）を通じて、都市住民と地
域住民のふれあいによる交流活動

H26年7月5日（土）10:00～12:00ごろ 田原本町
1田原本町多　230組（１組５名程度）
3有料（6,000円 カレー、おにぎりのふるまい有

り）※別途販売 やすまろさん米５kg 2,000円

参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢、住所、電話番号

奈良県農林部農村振興課 農村資源活用係
【TEL】0742-27-7453

【TEL】 0742-27-7453
【FAX】 0742-24-5179
【E-mail】 kochi@office.pref.nara.lg.jp

申

⑥

森林セラピーツアー（申込み期限：開催日の一週間前締め切り／先着順）

神仙峡・龍門の里コースと吉野・宮滝万
葉コースの２コースがあり、吉野美林案
内人がご案内します。お子さま向けのプ
ログラムもご用意しております。

１年を通して随時募集 吉野町
1吉野町上市
2要相談
3有料（お問い合わせください）

希望コース、氏名（ふりがな）、性別、年齢、住所、メールアドレス、電話番号

一般財団法人 吉野ビジターズビューロー
【TEL】0746-34-2522
【HP】http://yoshino-kankou.jp/therapy

【HP 専用フォーム】
http://yoshino-kankou.jp/therapy/therapyform.html

申

イベント情報①は、イベントの開催日順に掲載しています。

※イベント情報②（29 ～ 30 頁）では、「かわかみ遊水フェスタ」について掲載
しています。

※イベントの詳細等につきましては、各イベント実施団体へお問い合わせください。

①…イベントの概要
②…1開催場所　
 2募集人数及び募集対象（年齢等）条件
 3参加費用
③…申込み時に記載する情報
④…イベント実施団体・問い合わせ先・専用ホームページ
⑤…申込み方法
⑥…

表
の
見
方

「山と森林の月間」対象イベント

宿泊をともなう 参加無料 当日随時受付宿泊 無料 随時
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津風呂ダム 水神まつり

午前中は丹生津風呂神社にて神事。お昼
過ぎより『ごくまき』（お餅まき）参加無
料・自由。

H26年7月10日（木）13:00～ 吉野町
1津風呂ダム ピクニック広場（吉野郡吉野町河原屋）
280人
3無料

なし

津風呂奉賛会
【E-mail】 info@tuburoko.jp
【HP】tuburoko.jp

申し込み不要申

無料 随時

吉野熊野国立公園アクティブ・レンジャー自然観察会「大台ヶ原の森でハイキング」（申込み期限：定員に余裕があれば当日受付あり／先着順）

大台ヶ原の森を歩きながら、アクティブ・
レンジャーが大台ヶ原の植物、鹿の食害
や自然保護の取り組みをご紹介します。

H26年7月5日（土）10:00～16:00／H26年8月30日（土）10:00～16:00（当日の状況に適したプログラムを行います。バス等公共交通機関を利用の場合はご相談下さい） 上北山村
1吉野郡上北山村　大台ヶ原
215人（保護者も含む）／小学生以上から一般（ただし小学
生は保護者同伴とする） 3有料（1人100円 保険代として）

代表者の氏名（ふりがな）、人数（子どもがいる場合は各学年も）、電話番号、交通手段、参加経験

環境省近畿地方環境事務所 吉野自然保護官事務所
【TEL】 0746-34-2202
【HP】http://kinki.env.go.jp/

平日17:00まで
【TEL】 0746-34-2202
【FAX】 0746-34-2204

申

リバーウォッチング（申込み期限：7 月 1 日（火）～7 月 11 日（金）8:30 ～ 17:00（土日は除く）／先着順）

ふるさとの身近な川の自然や生き物を観
察し、自然への思いやりや命を育む水の
大切さを学びます。

H26年7月12日（土）9:00～11:40 天理市
1布留川（奈良交通バス停：天理教本部前周辺）
250名／奈良県内在住又は在学の小学生とその保護者
3無料

住所、氏名、年齢、学年、電話番号

天理市役所　環境経済部　環境政策課
【TEL】0743-63-1001　内線 266　　
【HP】http://www.city.tenri.nara.jp/

【TEL】0743-63-1001　内線266申

無料

ふくおと歩く（先着順）

昆虫写真家伊藤ふくおと昆虫を中心とし
た自然を観察しながら歩きます。

H26年7月6日（日）10:00～15:00 大和郡山市
1大和郡山市矢田子ども遊びの森
220人／小学生～大人
3無料

参加者氏名、年齢、連絡方法（電話番号、E-mail など）　家族参加者は、全員の氏名、年齢、連絡方法

NPO 法人　やまと自然と虫の会
【E-mail】 290no64ya@kxa.biglobe.ne.jp

【FAX】 0745-51-7627
【E-mail】 290no64ya@kxa.biglobe.ne.jp

申

無料
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「夏休み生きものみっけと野外料理」室生の里山で身近な生きものと共生しよう（先着順）

［午前］畑で収穫、田んぼの整備、里山の
食材で野外料理。［午後］生きもの調査、
ヒメタイコウチやコオイムシなどの暮ら
しを知ろう。

H26年7月19日（土）10:30～15:30 宇陀市
1うだ夢創の里（宇陀市室生大野）
240人（20組）／小学生以上（小3年未満は要保護者）
3有料（昼食材料費 子ども200円・おとな400円）

参加者全員の名前、お子様の場合：年齢、集合場所（近鉄奈良駅・近鉄室生口大野駅）＊どちらか
代表者の住所・電話・FAX・Email　＊近鉄奈良駅から無料送迎バスあり

NPO法人 奈良ストップ温暖化の会（NASO）
【TEL】 0742-35-6730【E-mail】 otoiawase@naso.jp
【HP】 http://naso.jp/
【専用ホームページ】 http://savejapan-pj.net/sj2014/nara/event/post.html

【FAX】 0742-55-8368
【E-mail】 sjnaranpo@gmail.com
【往復ハガキ】〒630-8002 奈良市二条町2-5-3 NASO

申

間伐材で三日月ログ製作体験（申込み期限：7 月 1 日（火）～ 8 月 15 日（金）／先着順）

奈良県産の杉や桧の間伐材を使って三角
ログを作ります。山にはカブトムシ、沢
にはカニ、夏の楽しみがいっぱい。

H26年7月12日（土）～8月31日（日）10:00～15:00 東吉野村
1吉野郡東吉野村谷尻478-1
2100人／小学生とその家族
3有料（1,000円）

参加者全員の氏名と年齢

NPO　森の月人
【TEL/FAX】 0746-44-0112
【E-mail】 tsukiusagi.0415@gmail.com
【HP】http://tukiusagi2007.blog119.fc2.com/

7月1日（火）～
【TEL/FAX】 0746-44-0112
【E-mail】 tsukiusagi.0415@gmail.com

申

津風呂湖 第25回 ボート大会（先着順）

個人でもチームでも参加 OK です。参加
無料。詳しくはホームページにて。

H26年7月20日（日）9:00～12:00 吉野町
1津風呂湖観光、桟橋（吉野郡吉野町河原屋）
21チーム8名、10組／小学生以上（ただ
し小学生は保護者同伴で） 3無料

チーム名、参加者名簿（名前と年齢）

津風呂湖観光協会
【E-mail】 info@tuburoko.jp
【HP】tuburoko.jp

【TEL/FAX】 0746-32-2847
【E-mail】 innfo@tuburoko.jp

申

無料

図書展示「奈良県山の日・川の日 図書で伝える奈良の自然その魅力」

山と川をはじめとした自然は貴重な奈良
の財産です。その重要性や魅力を図書情
報館の所蔵する資料でお伝えします。

H26年7月19日（土）～8月24日（日）9:00～20:00 奈良市
1図書情報館3Ｆレファレンスカウンター横
2定員無し
3無料

なし

奈良県立図書情報館
【TEL】0742-34-2111【FAX】0742-34-2777
【E-mail】 info@library.pref.nara.jp
【HP】http://www.library.pref.nara.jp/

申し込み不要申

無料 随時
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宙（おおぞら）ファミリーキャンプ（申込み期限：7 月 9 日（水）／先着順）

体験活動を通じて森林や川に親しみ、自
然の大切さを学びます。野外炊飯、ネイ
チャーゲーム、川遊びなどを行います。

H26年7月20日（日）11:00～7月21日（月・祝）14:30 奈良市
1奈良市青少年野外活動センター（奈良市阪原町 25-1）
2 30 人（10 組）／家族で参加（お子様に対して保護
者が自己責任で見られる方） 3有料（大人・中学生以
上5,000円、小学生以下4,000円 ※乳幼児は実費のみ）

参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、住所、電話番号

特定非営利活動法人宙塾
【TEL】 0742-93-4788
【E-mail】 ohzorajuku@gmail.com
【HP】http://ohzorajuku.dip.jp/

【FAX】 0742-93-4785
【E-mail】 ohzorajuku@gmail.com
【往復ハガキ】〒630-8442 奈良市北永井町12-1

申

宿泊

チェンソーアート『魚のレリーフ講習会』（申込み期限：7 月 17 日（木）／先着順）

チェンソーだけで丸太を彫刻するチェン
ソーアート！初心者でも安心の講習会です。

H26年 7月 20日（日）9:00～ 16:00 吉野町
1吉野アートスタジアム（吉野郡吉野町西谷1284）
※新鹿路トンネル南口より約200ｍ 
215人／高校生以上の男女（チェンソーの経験は問いません）
3有料（12,000円　丸太代含みます ※レンタル用チェンソーは別途）

参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、住所、電話番号（携帯）、メールアドレス

吉野チェンソーアートスクール
【TEL】 0746-32-8129（吉野林業資材センター）
【E-mail】 ringyou@yoshino-shizai.com
【HP】http://yoshino-shizai.com/

【TEL】 0746-32-8129【FAX】 0746-32-1318
【E-mail】 ringyou@yoshino-shizai.com
【ハガキ】〒639-3445 吉野郡吉野町楢井190-3 吉野林業資材センター

申

ふるさと大和川源流体験ツアー2014（申込み期限：6月20日（金）～7月10日（木）／抽選）

ふるさと大和川の源流を訪ね、命を育む水の大
切さを学びます。源流や支流での水質調査、水
生生物観察、自然工作、水遊び等。［奈良県共催］

H26年7月21日（月・祝）8:30～16:30　 桜井市
1桜井市～桜井市百市「鹿路源流」「鹿華苑散策」「延命
不動の滝」（寺川源流域）等 2 100 名／小学生（親同伴）
～大人まで 3こども無料、大人有料（700 円）

参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、住所、メールアドレス、電話番号（緊急連絡含む電話番号）

大和川わくわくフェスタ実行委員会（奈良NPOセンター内）／奈良県共催
【TEL】 0742-20-5027
【E-mail】 yamatogawa@naranpo.jp
【HP】http://www.naranpo.jp/（奈良 NPO センター HP 内）

6月20日（金）～
【往復ハガキ】〒630-8223 奈良市角振新屋町8 ASACOMビル2F
奈良NPOセンター内  ※往復はがきでのみ受付

申

吉野熊野国立公園大台ヶ原地区パークボランティア自然観察会「大台ヶ原自然観察ハイキング」（申込み期限：定員に余裕があれば当日受付あり／先着順）

大台ヶ原をよく知るパークボランティア
と一緒に森の中を散歩し、大台ヶ原の雄
大な自然の裏側をのぞきます。

H26年7月20日（日）10:00～16:00（当日の状況に適したプログラムを行います。バス等公共交通機関を利用の場合はご相談下さい） 上北山村
1吉野郡上北山村　大台ヶ原
220人（保護者も含む）／小学生以上から一般（ただし小学生
は保護者同伴とする） 3有料（1人100円　保険代として）

代表者の氏名（ふりがな）、人数（子どもがいる場合は各学年も）、電話番号、交通手段、参加経験

環境省近畿地方環境事務所 吉野自然保護官事務所
【TEL】 0746-34-2202
【HP】http://kinki.env.go.jp/

平日17:00まで
【TEL】 0746-34-2202
【FAX】 0746-34-2204

申
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富雄川河川敷花壇づくり（サイクリングロード沿い）（当日随時）

河川敷内の大型花壇（150㎡）に夏咲松
葉ボタン赤、黄、白三色にて「花文字」
植え実施。

H26年7月21日（月・祝）10:30～11:50 大和郡山市
1富雄川右岸 福寿橋と山田橋の間の河川敷

（大和郡山市新町） 2定員なし／小学生低学
年以下は保護者と参加 3無料

なし

やまと郡山環境を良くする市民の会
【TEL】 0743-52-8730
【E-mail】 ytai@nike.eonet.ne.jp

現地受付申

無料 随時

AQUA SOCIAL FES!!2014～吉野川環境保全プログラム～夏きらめく吉野川を清掃しよう（申込み期限：6 月 9 日（月）～7 月 7 日（月）／先着順）

大切な水資源である吉野川を未来に残す
ため、河川敷の一斉清掃を行います。清
掃終了後にお楽しみイベントを実施。

H26年7月21日（月・祝）9:00～12:00 吉野町
1吉野川河川敷「リバーフィールド吉野」（吉野郡吉野町上
市河川敷） 2100 人／小学生以下の方は、保護者の同伴。動
きやすく汚れてよい服装、運動靴でお越し下さい。 3無料

参加者全員の　①郵便番号　②住所　③氏名　④年齢　⑤電話　⑥緊急連絡先　⑦メールアドレス

奈良新聞社 企画部「アクアソーシャルフェス」係
【TEL】 0742-32-2112
【E-mail】 planning@nara-np.co.jp

6月9日（月）～　【FAX】0742-32-2771
【E-mail】 planning@nara-np.co.jp
【ハガキ】〒630-8686 奈良市法華寺町2番地4

申

無料

亀の瀬地すべり見学会（申込み期限：7 月 10 日（木）／先着順）

亀の瀬地すべり事業の紹介、旧国鉄亀の
瀬トンネル見学。

H26年7月21日（日・祝）14:00～16:30 大阪府柏原市
1亀の瀬地すべり資料室及び現地（大阪
府柏原市峠）
290人 3無料

参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、住所、電話番号

大和川河川事務所
【TEL】 072-971-1381
【HP】http://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/

【FAX】 072-973-3967申

無料

あつまれ！水･ 水探検隊 6（申込み期限：7 月 14 日（月）／先着順）

室生ダム施設見学、桜井浄水場施設見学、
龍鎮渓谷散策、水質調査観察等

H26年7月21日（月・祝）9:30～15:30 宇陀市、桜井市
1宇陀市室生大野（宇陀川）、桜井市長谷
2 40 人／階段の上り下りが可能な方（小学生だけの参加は
可能ですが、できれば保護者同伴をお願いします。）3無料

参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、住所、電話番号

独立行政法人水資源機構 木津川ダム総合管理所 室生ダム管理所
【TEL】 0745-92-2320
【HP】http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa

【TEL】 0745-92-2320
【FAX】 0745-92-3572
電話またはファックスにてお申し込み下さい。

申

無料吉野熊野国立公園大台ヶ原地区パークボランティア自然観察会「大台ヶ原自然観察ハイキング」（申込み期限：定員に余裕があれば当日受付あり／先着順）
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第６回 夏休み親と子の下水道教室（申込み期限：7 月 11 日（金）必着／抽選）

子どもたちに下水処理の仕組みや水質保
全の重要性を伝える。浄化センターの施
設見学、水質実験、微生物観察等

H26年7月24日（木） 13:00～16:30 大和郡山市
1奈良県流域下水道センター（大和郡山市額
田部南町 160） 2最大 30 組／小学生（要保
護者同伴） 3無料

下水道教室参加希望の旨、保護者の方の氏名（ふりがな）、住所、電話番号、お子様の氏名（ふりがな）・学年

奈良県流域下水道センター 業務課 水質環境係
【TEL】0743-56-2830
【HP】http://www.pref.nara.jp/20519.htm
※募集開始からイベント開催日までの掲載

【FAX】0743-56-4398
【ハガキ】〒639-1035 大和郡山市額田部南町160

申

無料

吉野川マナーアップキャンペーン（申込み期限：７月１８日（金）／先着順）

奈良の大事な資源である吉野川を守るた
め、ごみ持ち帰りのマナー向上キャンペー
ンと美化活動を行います。

H26年7月21日（月・祝）～8月31日（日） 【統一行動】7月27日（日）11:00～12:30（予定） 吉野川流域７市町村
1吉野川流域及び支川の河川敷（詳細は問
い合わせ） 2 300 名（日中を歩きますので、
熱中症対策をお願いします） 3無料

氏名、年齢、電話番号

奈良県くらし創造部景観・環境局環境政策課
【TEL】0742-27-8737　　
【E-mail】kankyo@office.pref.nara.lg.jp
【HP】http://www.eco.pref.nara.jp/yokoso_ekonara/yoshinogawa_manaappu_kyampen.html

左記同様申

無料

リバーウォッチング（申込み期限：7 月 1 日（火）～7 月 18 日（金）／先着順）

川とふれあい、美しい川を取り戻すため
の環境教育として谷幸三先生をお招きし
て高田川の生き物調査を行います。

H26年7月25日（金）9:30～11:30　 大和高田市
1大和高田市大中公園北側の高田川（雨天
の場合は中央公民館） 2 50 名／小中学生

（小学生はなるべく保護者同伴） 3無料

児童および保護者の方の氏名、学校名、学年、住所、電話番号

大和高田市環境衛生課
【TEL】 0745-22-1101
（環境衛生課 内線 281）

【TEL】0745-22-1101
（環境衛生課　内線281）

申

無料

赤ハダ山を楽しむ会（申込み期限：7 月 15 日（火）／先着順）

森に入って自然観察と森林のプログラム
を楽しむ。

H26年7月22日（火）10:00～12:00 奈良市
1奈良市（大亀谷）
2親子含めて20人／小学3年生以上
3無料

参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、生年月日、住所、代表者の電話番号

NPO 法人総合教育研究所
【TEL】 090-6975-2903
【E-mail】 kouin@aol.com

【TEL】 090-6975-2903
【E-mail】 kouin@aol.com

申

無料
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夏だ！休みだ！里山へ行こう！①（申込み期限：7 月 1 日（火）～7 月 18 日（金）／先着順）

午前は昆虫、水生生物観察と里山遊びで、
午後は自然工作（水鉄砲等）とバウムクー
ヘンつくりをします。

H26年7月26日（土）10:00～15:00雨天の場合は翌日の27日（日）に順延 奈良市
1ならやまベースキャンプ（奈良市佐紀町、奈良阪町の県有地）
2小学生とその保護者 50人／小学生とその保護
者 ※10歳未満は要保護者
3有料（小学生、保護者ともに一人500円）

案内用チラシの裏面またはＨＰの申込用紙を印刷して、郵送またはメールでお願い致します。

奈良・人と自然の会
【TEL】 0742-45-8465
【HP】http://naranature.com
※携帯電話のメールでの申込はご遠慮ください

7月1日（火）～ 【E-mail】 event@naranature.com
【郵送】申込用紙に記入してお送りください。
〒631-0041 奈良市学園大和町3-7 藤田 秀憲 宛

申

語り部と行くパワースポットめぐり 初夏の深仙宿（申込み期限：７月 23 日（水）締め切り／先着順）

大峯山脈の中心部である深仙宿目指して、
神聖な雰囲気に包まれた修験道を地元の
語り部と歩くツアーです。

H26年7月26日（土）8:15～16:00 十津川村
1十津川村大字旭地内
220名／小学校高学年以上
3有料（3,500円）

参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、住所、電話番号

心身再生の郷づくり実行委員会
【TEL】0746-62-0004　
http://www.vill.totsukawa.lg.jp

【TEL】0746-62-0004
【FAX】0746-62-0210

申

里山を育てるクラブ −入門編−（申込み期限：7 月 18 日（金）／抽選）

本校の広大な学校林の中で、ご家族で楽
しく昆虫採集し、採集した昆虫の名前調
べをしていただきます。

H26年7月26日（土）13:30～16:00 大和郡山市
1奈良学園中学校高等学校校地
220組／県内在住の小学生と保護者
3無料

連絡先住所、電話番号、参加者氏名（全員）と小学生の学年

奈良学園中学校・高等学校、奈良学園中高里山支援チーム 共催
【TEL】　0743-54-0351
【FAX】　0743-54-0335
【HP】http://www.naragakuen.ed.jp/

学校ホームページから専用フォームで申し込み
http://www.naragakuen.ed.jp/
受け付け開始7月5日（土）～

申

無料

里山探検隊（申込み期限：空きがあれば当日受付可／先着順）

二上山ふるさと公園の里山の森林と、生息
する野生生物を観察し、森林共生のありか
たを学ぶ。竹を使ったクラフト体験も！

H26年7月26日（土）9:00～12:00 葛城市
1葛城市二上山ふるさと公園（葛城市新在家）
220人（子供人数）／幼児・小学生 ※小学低学年以
下の年齢は保護者同伴 3有料（500円 保険代金）

参加者全員の氏名（ふりがな）・連絡先・住所・年齢

山遊舎／ NGO マザーフォレスト（共催）
【TEL】 080-2414-1406
【E-mail】 inada@jungletreks.net

【TEL】 080-2414-1406
【E-mail】 inada@jungletreks.net
【往復ハガキ】〒639-0272 葛城市新在家389 山遊舎 宛

申
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平維盛の大祭

もちまき、太鼓、ステージ、フィナーレ
には打ち上げ花火。山中に響き渡る轟音
と、目の前で打ち上げる花火は圧巻。

H26年7月26日（土）16:30～20:30 野迫川村
1平維盛歴史の里（奈良県吉野郡野迫川村大字平51番地）
2約1200名
3無料

なし

平維盛の大祭実行委員会
【TEL】0747-37-2101
【HP】http://www.vill.nosegawa.nara.jp/

申し込み不要申

無料 随時

鮎つかみ体験（申込み期限：７月１８日（金）／先着順）

十津川の清流で鮎つかみ体験を開催しま
す。つかまえた鮎はその場で塩焼きにし、
味わっていただきます。

H26年7月26日（土）14:00～15:00 十津川村
1滝川集会所（十津川村大字滝川）
220名／小学4年生以上
3有料（2,000円）

氏名・住所・連絡先

十津川村観光協会
【TEL】0746-63-0200
【HP】http://totsukawa.info/

【TEL】0746-63-0200申

吉野町大花火大会

吉野町上市リバーフィールドを会場に開
催。地域商店会による灯篭流しも同時に
開催され、露店も多く並ぶ。

H26年7月26日（土） 吉野町
1吉野町上市
2定員無し
3無料

なし

吉野町
【TEL】0746-32-3081
【HP】http://www.town.yoshino.nara.jp/

申し込み不要申

無料 随時

すきやねんふるさと＜清流復活をねがって＞大和川七夕まつり

皆さんの願い事を書いた短冊を笹竹につ
け、7/19 ～ 7/25 まで飾ります。7/26 に
は模擬店やステージなど催しもあります。

H26年7月26日（土）16:00～21:00 三郷町
1三郷中央公園（生駒郡三郷町勢野西）　
2定員無し
3無料

なし

大和川七夕まつり実行委員会
【TEL】0745-72-4781

申し込み不要申

無料 随時
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夏休み「親子で楽しむ木工クラフト」（当日随時）

矢田山遊びの森に生育する素材を使って
木工クラフト（竹笛やジージーゼミなど）
を楽しむ。

①H26年7月26日（土）10:00～12:00 ②H26年8月9日（土）10:00～12:00 ※当日の受付9:30～ 作業10:00～12:00まで 大和郡山市
1矢田山遊びの森「子ども交流館」（大和郡
山市矢田町 2070） 2 50 組、100 人程度／
小学生と保護者 3有料（200 円）

なし

NPO法人森づくり奈良クラブ（理事長 鈴木 秀位）
【TEL】 090-8657-1612
【HP】http://homepage2.nifty.com/gvnc/

当日会場にて9:30受付分から受付申

随時

奈良公園・飛火野で自然の宝物を探そう（申込み期限：7月10日（木）／先着順）

飛火野の自然の中でこどものシカやドン
グリの赤ちゃんを見つけたり、スジエビ
やルリセンチコガネを探そう。

H26年7月26日（土）、27日（日）10:00～12:00　 奈良市
1奈良公園・飛火野
215人/日／小学生（保護者同伴のこと）
3有料（300円　保護者は無料）

参加希望日、参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、住所、電話番号、ＦＡ X

奈良・自然への感動を伝える会「ならなぎ」
【TEL】 090-5168-3146
【HP】http://www.kinet-tv.ne.jp/~naranagi/

【FAX】0774-95-0071
【E-mail】sa-to@kinet-tv.ne.jp
【ハガキ】〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台5-9-2 「ならなぎ」 宇野 哲

申

古道「七曲道」を歩く（申込み期限：7月20日（日）／先着順）

大阪難波と奈良盆地を結ぶ古道は、
松尾山の峯を越える「七曲道」で、
手入れされ甦った、その古道を歩く。

H26年7月27日（日）8:00～13:00 大和郡山市、平群町
1 JR 大和小泉駅～山田～古道「七曲道」～松尾寺～白石畑～近
鉄平群駅（集合：JR 大和小泉駅 8:00） 2約 30 人／松尾山の尾根
を越える、急な坂道があります。足に自信がある方。 ※暑い時な
ので、山歩きの服装、帽子、水筒などご準備ください。 3無料

参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、住所、電話番号

やまと郡山環境を良くする市民の会
【TEL】 0743-53-7028
【E-mail】 mb35wu26ml@kcn.jp

【TEL】 0743-53-7028
【E-mail】 mb35wu26ml@kcn.jp（鴻巣）　　
　　 　　isom@nike.eonet.ne.jp（磯）

【往復ハガキ】〒639-1056 大和郡山市泉原町6-8

申

無料

第7回『夏の親子体験イベント−自然編−』 ～飛鳥の自然と触れ合おう～（申込み期限：7月22日（火）／先着順）

昆虫を捕獲する仕掛作りをして、夜の森
で昆虫を観察します。また、草木染やク
ラフト作りなどの体験も行います。

H26年7月26日（土）14:00～7月27日（日）15:30 明日香村
1飛鳥の宿「祝戸荘」 2親子 20組40人／小学
生と家族 3有料（大人11,000円、小人8,000
円 1泊3食付、中学生は大人扱い）

参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、性別、住所、電話番号

公益財団法人 古都飛鳥保存財団 飛鳥の宿「祝戸荘」
【TEL】 0744-54-3551
【HP】http://www.asuka-iwaidoso.com

【TEL】 0744-54-3551【FAX】 0744-54-3552
【E-mail】 info@asuka-iwaidoso.com
【往復ハガキ】〒634-0121 高市郡明日香村祝戸303 祝戸荘

申

宿泊
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「馬見自然塾 あなたも樹木博士！」 ～自然観察会と竹を使った工作教室～（申込み期限：7月20日（日）／先着順）

身近な樹木について知ることで私達の生
活と樹木・森林の関係について学びます。
樹木観察とゲーム、竹工作。

H26年7月27日（日）9:00～12:30 河合町
1馬見丘陵公園（河合町佐味田2202）
240人／小学3年以上（保護者同伴可）
3有料（200円　※保護者は不要）

参加者全員（保護者含め）氏名（ふりがな）、年齢、住所、電話番号

馬見自然塾（代表　岩下洋一）
【E-mail】 w_field_7050@yahoo.co.jp
【HP】http://hawknet.sunnyday.jp/umami/

【E-mail】 w_field_7050@yahoo.co.jp
【往復ハガキ】〒636-0081河合町星和台2-17-5 西原克弥 宛

申

里山の森林共生（申込み期限：空きがあれば当日受付可／先着順）

二上山ふるさと公園の里山の森林と、生
息する野生生物との共生のありかたを学
ぶ。アオモジを使ったクラフト体験も！

H26年7月27日（日）9:00～12:00 葛城市
1葛城市二上山ふるさと公園（葛城市新在家）
220人（子供人数）／中学生以上、成人可
3有料（500円　保険料）

参加者全員の氏名（ふりがな）・連絡先・住所・年齢

山遊舎／ NGO マザーフォレスト（共催）
【TEL】 080-2414-1406
【E-mail】 inada@jungletreks.net

【TEL】 080-2414-1406
【E-mail】 inada@jungletreks.net
【往復ハガキ】〒639-0272 葛城市新在家389 山遊舎 宛

申

親子自然体験教室 「里山で遊ぶ 作る 体験する」（申込み期限：7月20日（日）／抽選）

平群町の里山「カチカチ山」でヤギやニワ
トリとふれあい、また手入れされた孟宗竹
林での伐採体験や竹工作を楽しみます。

H26年7月27日（日）9:30～14:00 平群町
1平群町櫟原（通称：カチカチ山）
210家族（30人まで）／小学生とその保護者
3有料（大人500円）、子供無料

参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、住所、電話番号

平群里山クラブ
【TEL】 0745-45-8246
または当クラブホームページからメールにて

【HP】hegurisatoyama.web.fc2.com

【FAX】 0745-45-8246
【E-mail】 katikati66@yahoo.co.jp
（当クラブホームページからアクセス可）

申

奈良公園で葉っぱ図鑑を作ろう 7月開催分（申込み期限：7月20日（日）／先着順）

公園の木々を観察しながら、葉っぱ図鑑
を作ります。丸太切り体験や木のバッチ
ももらえます。

H26年7月27日（日）9:00～12:30 奈良市
1奈良公園（集合：奈良県庁前　バス停）
250人／小学生以上、小学生以下は父兄同伴してください
3有料（一人100円　保険代/当日集金）

参加日、全員の氏名、年齢、住所、電話番号

グリーンあすなら（巨樹・巨木の会）
【TEL】 0742-64-1010　火、水、金のみ
【HP】http://www.kyoboku.jp/

【FAX】 0742-64-1013
【E-mail】k-matumura@aurora.ocn.ne.jp
【往復ハガキ】〒630-8133 奈良市大安寺5丁目12-
16 文化センター3F グリーンあすなら宛

申
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高取泥んこまつり（申込み期限：7月18日（金）／先着順）

夏休みの一日を、田んぼで「泥んこ」になっ
てリレーや泥んこフラッグをして遊ぶ
ファミリーイベント。［奈良県後援］

H26年7月27日（日）10:00～14:00 高取町
1高取町市尾（墓山古墳周辺）
2300名
3有料（一人一日500円）

代表者：氏名、住所、電話番号／参加者：氏名、住所、性別、生年月日

農ある高取推進協議会
（事務局：高取町まちづくり課）
【TEL】0744-52-3334
【E-mail】info@town.takatori.nara.jp

【TEL】0744-52-3334
【FAX】0744-52-4063
【E-mail】info@town.takatori.nara.jp

申

水生昆虫観察会（申込み期限：定員が埋まり次第締め切り／先着順）

布目ダム見学会にあわせて今年も「水生
昆虫観察会」を行います。川の豆知識や
生物のことを詳しく学べます。

H26年7月27日（日）10:00～11:30 山添村
1山添村峰寺
230名
3無料

名前（ふりがな）、住所、電話番号、参加人数

布目川を美しくする会（山添村役場環境衛生課）
【TEL】0743-85-0047

【TEL】0742-94-0231（布目ダム管理事務所）申

無料

布目ダム見学会（申込み期限：当日／基本随時 ※水生生物観察会のみ事前予約制／先着順）

ダムを見学し、奈良市・山添村の水源地
の大切さを学びます。その他、水生生物
観察会、木工クラフト体験等。

H26年7月27日（日）10:00～15:00 奈良市
1布目ダム管理所（奈良市北野山町869-2）
2水生生物観察会のみ定員30名／制限無し 
※水生生物観察会のみ小学生対象 3無料

参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、住所、電話番号

独立行政法人水資源機構 木津川ダム総合管理所 布目ダム管理所
【TEL】 0742-94-0231（平日 9:00 ～ 17:00）
【HP】http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa

【TEL】 0742-94-0231（平日9:00～17:00）申

無料 随時

大滝ダム体験ツアー

森林やダムの重要性について理解を深め
ていただくため、大滝ダム体験ツアー（ダ
ムの見学会）を開催します。

H26年7月27日（日）10:00～11:30 川上村
1奈良県吉野郡川上村大滝（大滝ダム）
2100名
3無料

なし

国土交通省 近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所
【TEL】0747-25-3013
【HP】http://www.kkr.mlit.go.jp/kinokawa/

当日現地受付順（受付9：30～）
定員になりしだい〆切

申

無料 随時
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奥飛鳥で夏体験！（申込み期限：7月16日（水）／先着順）

竹細工、そうめん流し、飛鳥川源流の散策、
スイカ割りや水鉄砲遊びをして、奥飛鳥
の夏を体感してください。

H26年7月27日（日）10:00～15:00 明日香村
1高市郡明日香村栢森
250人／小学生と保護者
3有料（500円） 同行された園児は無料

保護者を含めた参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢・住所・電話番号・FAX 番号または Email アドレス

明日香森林環境教育フィールド『Forest River』
【E-mail】 asuka.forest.river@gmail.com
ブログ表示名：明日香森林環境教育フィールド

【FAX】 0742-45-6750
【E-mail】 forest-river@kcn.jp
【その他】asuka.forest.river@gmail.com

申

サマーキャンプ2014（申込み期限：6月1日（日）～7月20日（日）／申し込みが多い場合は抽選）

大柳生地域の自然を題材に、様々な体験
を行います。間伐材を活用した工作体験、
清流白砂川での川遊び体験等。

H26年7月30日（水）9:00～7月31日（木）16:00 奈良市
1奈良市青少年野外活動センター（大柳生地域） 
2 40 人／小学校 3 年生以上（3 年生未満は日
帰りのみ） 3有料（日帰り 2,500 円、宿泊 6,500
円 傷害保険代が含まれます）

参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、生年月日、住所、電話番号、保護者の氏名

NPO 法人奈良地域の学び推進機構
【TEL】 0742-93-0029
【E-mail】 chiiki-manabi@kcn.jp
【HP】http://www.nara-e.net/chiiki-manabi/

6月1日（日）～　【TEL/FAX】 0742-93-0029
【E-mail】 chiiki-manabi@kcn.jp
【その他】所定の申込用紙にご記入の上郵送 
〒630-1241 奈良市阪原町25-1

申

宿泊

吉野川分水見学会（申込み期限：7月10日（木）（応募者多数の場合抽選）／抽選）

奈良県産「ひのひかり」を育む吉野川清
流の取水口を見学することで「分水」の
仕組みを学びます。

H26年7月28日（月）8:30～16:30 大淀町、吉野町
1南近畿土地改良調査事務所（大淀町）、津風呂湖（吉
野町）東西分水工（御所市）など 2 50 人／小学生以
下は保護者の同行 3有料：500 円（昼食付き）

参加者全員の氏名（ふりがな）・連絡先

市民生活協同組合ならコープ CSR 組織運営部
【TEL】0742-34-8735

【TEL】0742-34-8735申

「奈良県山の日・川の日」の啓発パネル展

美しい川を守るために私たちに出来るこ
とを学び、実践するため、山の日川の日
の啓発パネル展示を行います。

H26年7月29日（火）～8月5日（火） 広陵町
1広陵町立図書館
2定員無し
3無料

なし

広陵町事業部都市整備課
【TEL】0745-55-1001（内線 1186）

申し込み不要申

無料 随時
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親子ふれあい間伐バスツアー（申込み期限：7月31日（木）／先着順）

森林の現状を知ろう！山と自然に興味を
もとう！間伐体験、川遊び、木工体験、
温泉入浴など。昼食付。

H26年8月2日（土）8:20～18:30 宇陀市
1室生村周辺 
245人／小学生以上。※保護者の同伴を必要とします。 
3有料（大人 3,700 円、小学生 2,100 円）

参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、生年月日、住所、電話番号、保護者の氏名

奈良新聞社（協力：室生村森林組合）
【TEL】 0744-29-1144
【E-mail】 k-tour@royal-tourist.jp

【TEL】0742-36-1020 【FAX】0742-36-1312
【E-mail】 k-tour@royal-tourist.jp
【ハガキ】〒630-8115 奈良市大宮6丁目9-1 新大宮ビル3F
ロイヤルツーリスト「間伐ツアー」係

申

望遠鏡工作教室（申込み期限：定員になり次第受付終了／先着順）

職員の説明を聞きながら「望遠鏡工作」
を行い、「プラネタリウム観賞」。希望者は、

「天体観測会」に参加できる。

①7月30日（水）　②8月21日（木）　③8月26日（火）　予定時間14:30～17:30（プラネタリウム終了時） 五條市
1大塔プラネタリウム館（五條市大塔町阪本　大塔コスミッ
クパーク星のくに内） 225 人（同伴者を含まない）／小学生
程度（工作を行うので、保護者同伴をお勧めします。） 3有料（1
名2,700 円　望遠鏡工作キット・プラネタリウム料金込）　※
同伴の保護者等も有料（プラネタリウム：大人300 円・小人
200 円、天体観測会：大人330 円・小人220 円）名前、住所、電話番号、参加人数等

一般財団法人大塔ふる里センター ロッジ星のくに
【TEL】 0747-35-0321
【E-mail】 info@ootou.jp
【団体 HP】http://www.ootou.jp/

【TEL】 0747-35-0321
※電話予約のみ受付

申

第65回橿原神宮林間学園（申込み期限：7月21日（月・祝）／先着順）

橿原神宮の林間で、午前中は希望する教
室で学習、午後からは畝傍登山やレクリ
エーションなどを行います。

H26年8月1日（金）～8月5日（火）　5日間通して8:50～15:30 橿原市
1橿原神宮境内の林間（雨天時は神宮会館その他）
2350人／小学3～小学6年生
3有料（5,000円）

小学校名、学年組、氏名、希望教室、住所、保護者名、連絡先

橿原神宮
【TEL】 0744-22-3271

申込書を橿原神宮社務所へ、会費をそえて提出
下さい。

申

田んぼの役割を学ぶ現地体験ツアー（生き物調査を含む）（申込み期限：～７月25日（金）／先着順）

田んぼのもつ多面的機能について理解を
図ることを目的とした、米づくりの話や
田んぼの生き物調査等の学習イベント

H26年8月2日（土）9:00～12:00 田原本町
1田原本町多
2先着50名
3無料

参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢、住所、電話番号

奈良県農林部農村振興課農村資源活用係
【TEL】0742-27-7453

【TEL】0742-27-7453
【FAX】 0742-24-5179
【E-mail】 kochi@office.pref.nara.lg.jp

申

無料
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第3回 きみかげの森フェスタ（申込み期限：随時受付（ただし前売り期間あり）7月22日（火）締め切り／先着順）

森の中で、コンサート・木工体験・チェー
ンソーアートの実演・地域の農産物販売
等を行います。

H26年8月2日（土）10:30～15:00 奈良市
1奈良市都祁馬場町（都祁生涯スポーツセンター裏の山林）
2300人 3有料（前売り　大人2,000円・小中学
生800円・幼児無料　7/23～当日　大人2,300円）

奈良商工会議所前よりバス（往復 1,000 円）有り。

特定非営利活動法人きみかげの森
【TEL】 0743-84-0300
【E-mail】 kimikagenomori@kcn.jp
【HP】http://kimikagenomori.jp

【TEL】 0743-84-0300 【FAX】 0743-84-0320
【E-mail】 kimikagenomori@kcn.jp
【往復ハガキ】〒632-0113 奈良市都祁馬場町566

申

第12回 みんな森で遊ぼう！（申込み期限：7月7日（月）～定員になり次第締め切り／先着順）

ネイチャーゲーム、植物オリエンテーリ
ング、紙あんどん作り

H26年8月2日（土）9:00～16:00 桜井市
1大神神社境内及び大礼記念館 2小学生 50 人 保護者の
参加も可（人数制限なし）／小学生（1 ～ 6 年生） 保護者

（希望される方） 3小学生は無料 保護者は一人 300 円

申込み用紙に必要事項をすべて記入してください。

森とふれあう市民の会
【TEL】 090-3281-1706（担当：川端）
【HP】検索ワード：森とふれあう市民の会

7月7日（月）～ 【TEL】 0744-43-3604 【FAX】 0744-49-3818
【HP】検索ワード：森とふれあう市民の会
ホームページから申込用紙をダウンロードして、FAX 送信してください。
ダウンロードできない方は担当者まで電話か往復ハガキで申込み下さい。

【往復ハガキ】〒 633-0014 桜井市粟原 1368-1-1 吉堂 求

申

里山自然体験IN山野草の里（申込み期限：6月25日（水）～7月29日（火）／先着順）

里山をめぐるオリエンテーリング、自然
物（竹やシュロの葉）を使ったクラフト、
そうめん流しなど。

H26年8月2日（土）10:00～16:00 桜井市
1桜井市三谷とその周辺
250人／幼児・小学生とその引率者
3有料（大人300円、子ども100円）

参加者名、代表者の連絡先（電話）、桜井駅からのバス利用（無料）の有無

NPO 法人　山野草の里づくりの会
【TEL】 0744-48-8105（福岡）
【E-mail】 sanyasou@rondo.ocn.ne.jp
【HP】http://www.sanyasou.org/

6月25日（水）～
【FAX】 0744-44-4334
【E-mail】 sanyasou@rondo.ocn.ne.jp

申

赤膚の森でネイチャーゲームを楽しもう！（申込み期限：7月31日（木）21時／先着順）

三つのネイチャーゲームを体験しながら、
自然の面白いところを体験できる。

H26年8月2日（土）10:00～11:30 奈良市
1奈良市大亀谷国有林
230人／小学生
3無料

参加者全員の氏名、年齢、住所、電話番号

ANC 赤膚ネイチャー倶楽部
【TEL】 0742-44-5176（山邊）
090-1449-3536（リングホーファー）

【TEL】 0742-44-5176（山邊）/
090-1449-3536（リングホーファー）

【FAX】 0742-41-5811
【E-mail】ringoman@kcn.ne.jp

申

無料
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里山で遊ぼう・自然工作（申込み期限：7月19日（土）～7月31日（木）／先着順）

竹コップ、水鉄砲作り～水鉄砲遊び～お
昼は冷やしソーメン～空き缶の風車作り
～山遊び～向山一周トレイルに挑戦

H26年8月3日（日）10:00～15:00　 生駒市
1生駒市西畑町
250人／小学生親子
3無料

連絡先（住所・電話番号）、氏名、小学生の学年、性別

いこま棚田クラブ
【TEL】 0743-78-6853
【E-mail】 mkosaka@kcn.ne.jp
【HP】http://www1.kcn.ne.jp/~mkosaka/

7月19日（土）～
【TEL/FAX】 0743-78-6853
【E-mail】mkosaka@kcn.ne.jp

申

無料

竹と遊ぶ里山の夏 in 向渕（申込み期限：チラシ配布～8月8日（金）／先着順）

・ 夏休み自由課題へチャレンジ（工作と自然観察）
・とうもろこしの収穫体験
・竹のふしぎ？体験
・おやつに地元のスイカ

H26年8月10日（日）9:00～16:00 宇陀市
1向渕やまびこホール周辺（宇陀市室生向渕）
2100人／小学生とその家族
3有料（子供300円、大人500円（昼食のカレー代を含む））

参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢・住所・電話番号

向渕さとやま遊友クラブ
（担当者：清水 090-4309-8311）

【TEL】宇陀市農林課 0745-82-3679申

夏野菜と木工工作（申込み期限：7月20日（日）～7月31日（木）／先着順）

里山の畑で夏野菜を収穫し、石窯を使っ
た野外料理、木工工作を行います。

H26年8月3日（日）10:15～15:00 宇陀市
1うだ夢創の里（宇陀市室生大野 2130-1） 2 30 人／小学 3 年
生未満は、保護者が必要です。定員になり次第締め切らせてい
ただきます。 3有料（1,000 円、工作・昼食付　保険代含む）

参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、性別、住所、連絡先

うだ夢創の里
【TEL】 0745-88-9367
【E-mail】 otoiawase@musonosato.org

7月20日（日）～
【TEL/FAX】0745-88-9367
【E-mail】otoiawase@musonosato.org

申

森林環境教育事業「森の学校」

木工クラフトを楽しもう！木とふれあう
場を設け、木材や木製品への関心を高め、
森林環境を保全する意識を醸成する。

H26年8月3日（日）10:00～15:00 奈良市
1奈良県立図書情報館
2定員無し ※材料がなくなり次第終了
／小学１年生～小学６年生 3無料

なし

奈良県北部農林振興事務所
【TEL】0743-51-0374　　　　
【E-mail】nnorin@office.pref.nara.lg.jp
【HP】http://www.pref.nara.jp/1757.htm

申し込み不要申

無料 随時
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津風呂湖 さかなつかみ取り大会（申込み期限：当日随時／先着順）

特設プールにてニジマスのつかみ取り。
一人 3 匹まで。詳しくはホームページに
て。

H26年8月3日（日）13:30～（受付は12:00～）　 吉野町
1津風呂湖観光株式会社前（吉野郡吉野町
河原屋 849） 2 300 名／小学生 3有料

（300 円） お持ち帰りは、おひとり 3 匹まで厳守

当日、受付順に整理券発行します。

津風呂湖観光協会
【E-mail】 info@tuburoko.jp
【HP】http://tuburoko.jp/

【TEL/FAX】 0746-32-2847
【E-mail】 innfo@tuburoko.jp

申

随時

里山を楽しむ（申込み期限：7月21日（月）～8月1日（金）／先着順）

簡単なネイチャークラフトや虫採り、里
山観察を行う。

H26年8月3日（日）10:30～14:00 葛城市
1社会福祉法人 柊の郷「葛城苑」の裏山（葛
城市寺口） 2 20 組／（基本的に）小学生
とその家族 3有料（一人 300 円）

住所（〒番号）、氏名、学年又は年齢、電話番号（FAX 番号）、保護者の氏名、参加人数

NPO 法人自然と緑（大阪市東成区中道 3 丁目 2-34）
【TEL】 0745-48-5603
【HP】http://home.att.ne.jp/iota/sizen_midori/

7月21日（月）～ 【TEL/FAX】 0745-48-5603
【ハガキ】〒639-2154 葛城市兵家1470-11 豊田 滿 宛
※申し込みはFAXかハガキで

申

夢冒険 真夏にチャレンジ（申込み期限：7月11日（金）17時 ※郵送の場合は必着／抽選）

自然体験に挑戦し困難を克服することに
より、自己を見つめ主体性や社会性を培
い、生き抜く力を養うキャンプです。

H26年8月3日（日）11:00～8月12日（火）14:30 曽爾村
1宇陀郡曽爾村近辺 2 24 人予定／小学校 5 ～ 6 年生、中学生※ただし、
この事業は「夢冒険　真冬にチャレンジ」（平成 27 年 1 月 10 日（土）～
12 日（月・祝）開催）にも参加できる方が対象となります。※参加申込
については、「夢冒険　真夏にチャレンジ」への参加の意気込みまたは参
加動機を本人の自筆で提出いただきます。 3有料（35,000 円予定）

①郵便番号・住所　②応募者氏名（ふりがな）　③電話番号　④ FAX 番号　⑤緊急連絡先（携
帯電話）　⑥性別　⑦学年・年齢　⑧生年月日　⑨来所・退所方法　⑩参加動機

独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立曽爾青少年自然の家
【TEL】 0745-96-2121
【E-mail】 soni-syusai@niye.go.jp
【HP】http://soni.niye.go.jp

【FAX】 0745-96-2126
【E-mail】 soni-syusai@niye.go.jp
【ハガキ】〒633-1202 宇陀郡曽爾村太良路1170
国立曽爾青少年自然の家 夢冒険 担当 楠瀬 君一

申

宿泊

夏休み企画 里山しごと体験「竹林管理と流しそうめん」（申込み期限：6月1日（日）～8月2日（土）／先着順）

荒れた竹林を整理するために竹の間伐を
します。また、その竹を使用して、お昼
には流しそうめんを行います。

H26年8月3日（日）11:00～15:00　 明日香村
1国営飛鳥歴史公園館　セミナールーム
250人
3有料（400円）

持ち物：軍手・お箸・水筒・タオル。注意事項：長袖・長ズボン（竹林内の作業・蚊が多い
ため）、作業に適した靴（トレッキングシューズ・長靴・運動靴）小雨決行・荒天中止

国営飛鳥歴史公園　飛鳥管理センター
【TEL】 0744-54-2441
【E-mail】 asuka-staff@prfj.or.jp
【HP】http://www.asuka-park.go.jp/

6月1日（日）～
【TEL】 0744-54-2441
【E-mail】 asuka-staff@prfj.or.jp

申
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2014夏休みものづくりワークショップin元気村（当日随時／先着順）

山と自然にかこまれた元気村で、夏休み
のものづくりを楽しく学ぼう、感じよう。

H26年8月9日（土）～8月10日（日）10:00～16:00 宇陀市
1宇陀市文化芸術体験交流施設 ふるさと元気村（宇
陀市室生下田口 1112） 2 50 人程度／小学生以上
とその保護者 3見学学習：無料、体験学習：有料

住所、氏名、電話番号、参加人数（大人○名子ども○名）　体験学習者は教室名（陶芸・着物リフォー
ム・木工・ダンボールアート・折紙・絵画・草木染・アイ染・切り絵　※都合により変更有り）

ふるさと元気村
【TEL】 0745-93-4400
【HP】http://web1.kcn.jp/furusatogenkimura/

【TEL/FAX】 0745-93-4400申

「水の週間」親子ダム見学会（申込み期限：６月16日（月）～７月15日（火）／抽選）

８月１日～７日は「水の週間」です。ダ
ムと浄水場を見学し、水の大切さを学び
ます。※榛原駅からバスで移動

H26年8月4日（月）9:15～16:30 奈良市、桜井市、宇陀市
1桜井浄水場～室生ダム～布目ダム
235名／小学生・中学生と保護者
3無料

参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢、住所、電話番号

奈良県地域振興部地域政策課
【TEL】0742-27-8029
【HP】http://www.pref.nara.jp/20345.htm

【TEL】 0742-27-8029
【FAX】 0742-27-6395
【Email】 shigen@office.pref.nara.lg.jp

申

無料

東吉野村野外体験実習（申込み期限：7月1日（火）～7月8日（火）※メールまたはハガキでお申込みください。（7月8日（火）必着）／抽選）

・川の生き物の暮らしを知ろう！
・室内実験・森づくりを体験しよう！
・室内実習 ※室内実験及び室内実習の内容は今のところ未定です。

H26年8月10日（日）～8月11日（月）1泊2日の終日 東吉野村
1東吉野村 三尾・大豆生（宿泊：ふるさと村）
2 50 人 ※定員を超えた場合抽選とさせていただきます。
／小学生・中学生（小 3 以下は要保護者同伴） 3有料（小
学生 6,000 円、中学生 6,500 円、大人 7,000 円）

参加者全員の氏名（ふりがな）、性別、学年、年齢、郵便番号、住所、電話番号

奈良女子大学共生科学研究センター
【TEL】 0742-20-3687
【E-mail】 kyousei.nwu@gmail.com
【HP】http://www.nara-wu.ac.jp/kyousei/index.html

7月1日（火）～7月8日（火）必着
【E-mail】 kyousei.nwu@gmail.com
【ハガキ】〒630-8506 奈良市北魚屋東町

申

宿泊

夏休み自由学習必見！『上津ダム見学会＆木工体験教室』（申込み期限：7月31日（木）／先着順）

上津ダムの見学と小水力発電について学
びます。間伐材を使った木工教室も開催。
流しそうめんもあるよ！

H26年8月9日（土）10:00～15:00 山添村
1山辺郡山添村西波多（上津ダム）
225組／小学生と保護者
3有料（小学生以上500円）※小学生未満は無料

参加者全員の氏名（ふりがな）、学年、住所、電話番号

大和高原北部土地改良区
【TEL】 0743-85-0266
【HP】http://yamato-m-midori.jp/

【TEL】 0743-85-0266（順位③）
【FAX】 0743-85-0373（順位②）
【E-mail】 kamitu-ito@kcn.jp（順位①）

申
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サマーフェスティバル イン くろたき

大道芸や和太鼓、もちまき、芸能人によ
るショー（出演者未定）、村の人による屋
台などで皆様をおもてなしします。

H26年8月15日（金）14:00～21:00 黒滝村
1奈良県吉野郡黒滝村寺戸
2定員無し
3無料

なし

黒滝村商工会青年部
【TEL】0747-62-2128

申し込み不要申

無料 随時

葛城山わくわく山の学校①～③（申込み期限：①8月5日（火）②8月20日（水）③8月21日（木）／先着順）

昆虫採集などの昆虫教室や、チョウのペ
ンダントづくりなどのクラフト教室を開
催します。

①H26年8月10日（日） ②H26年8月25日（月） ③H26年8月26日（火） 9:00～15:00 御所市
1大和葛城山 2① 30 人、②③ 20 人／制限なし ※
小学校低学年以下は保護者同伴 3有料（700 円 保険
代、クラフト代、昼食代含む　※ロープウェイ代は別）

電話申し込み後に FAX で保険のための必要事項をもらう。

大和葛城山の自然を大切にする会
【TEL】 090-2388-4545、072-336-5172　
　　　（ともに 18 時以降）

【TEL】 090-2388-4545
　　　072-336-5172（ともに18時以降）

申

吉野川祭り納涼花火大会（申込み期限：有料席：７月31日（木）／有料席：先着順 一般席：申し込み必要なし）

43 回目を迎える納涼花火大会。吉野川を
流れる灯ろうの光と、音楽に合わせて空
を彩る花火やレーダー光線が見所。

H26年8月15日（金）20:00～21:00 五條市
1吉野川河川敷
2有料席：200席
3有料席：10,000円　一般席：無料

名前（ふりがな）、住所、電話番号、必要席数

吉野川祭り実行委員会事務局
【TEL】0747-22-4001

【往復ハガキ】五條市本町1丁目１－１ 申

無料

あゆ・あまごのつかみどり ＩＮ 下北山

自然豊かな池郷川で、あゆ・あまごのつ
かみ取りを行います。
※川が増水している場合は中止します。

H26年8月15日（金）13:00～15:00 下北山村
1吉野郡下北山村上池原　池郷川河川敷
2500名程度
3無料

なし

下北山村
【TEL】0746-86-0016
【E-mail】sangyou@vill.shimokitayama.nara.jp
【HP】http://www.vill.shimokitayama.nara.jp/

申し込み不要申

無料 随時
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アウトドアクッキングとネイチャーゲーム（申込み期限：7月7日（月）～8月11日（月）／先着順 ※定員になり次第〆切）

野外で料理をつくり、家族や仲間と歓談
しながら食べることと自然に親しむゲー
ムを楽しむ。

H26年8月19日（火）10:30～15:00 奈良市
1奈良県立野外活動センター（奈良市都祁吐山町
2040） 2 40 人（小学生を含む親子 10 組ほど）
／小学生以上（保護者と参加のこと。小学生以下
の同伴可。） 3有料（小学生以上 1 人 600 円）

参加者全員の氏名、年齢（学年）、住所、連絡先（当日連絡がつく電話番号）

奈良県環境県民フォーラム自然環境分科会
（担当団体：奈良県シェアリングネイチャー協会・NPO法人ほっとねっと）
【TEL】 090-8233-9172（寺前）

7月7日（月）～ 【FAX】 0742-94-6800
【E-mail】 npohotnet@yahoo.co.jp
【ハガキ】〒630-8322 奈良市北京終町24-2 ほっとねっと

申

夏休みを森で遊ぼう!「自然観察とクラフトづくり」（申込み期限：７月１日（火）～８月４日（月）／抽選）

午前は森での自然観察、午後からはつる
を使った籠づくりやどんぐりを使ったコ
マづくりなど。

H26年8月16日（土）9:30～15:00 生駒市
1生駒山麓公園（集合場所：ふれあいセンター前いこい
の広場） 2 40 名／小学校１年生から中学校３年生まで

（小学校３年生以下は要保護者同伴）  3有料：200 円

参加者の住所、氏名（ふりがな）、学年・年齢、電話番号、同伴する保護者の方の氏名（ふりがな）、年齢

生駒市みどり景観課 協力：いこま里山クラブ
【TEL】0743-74-1111（内　573）
【E-mail】landscape@city.ikoma.lg.jp
【HP】http://www.city.ikoma.lg.jp

【FAX】0743-74-9100
【ハガキ】奈良県生駒市東新町8番38号 
生駒市役所 みどり景観課 宛

申

夏休み小学生の水道施設・水源地体験ツアー（申込み期限：６月23日（月）～７月31日（木）／抽選）

浄水場やダムを見学するほか、源流の森
を散策します。ネイチャークラフトにも
挑戦。※雨天時、行程を一部変更。

H26年8月22日（金）8:40～16:40 川上村、御所市
1御所浄水場、蜻蛉の滝、大滝ダム
バスでご案内します（集合：橿原公苑）
2160名／県内在住（在学）の小学生※要保護者
同伴 弟妹の同伴可） 3有料（500円/1名）

保護者児童の氏名（ふりがな）（学年）、住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレス

奈良県水道局
【TEL】0742-20-4621
【E-mail】suido-somu@office.pref.nara.lg.jp
【HP】http://www.pref.nara.jp/6943.htm

【ハガキ】〒630-8113 奈良市法蓮町757
奈良県水道局総務課宛

【FAX】0742-22-2420
【E-mail】suido-somu@office.pref.nara.lg.jp

申

二上山ふるさと公園「森の学校」（申込み期限：（受付時間）８月１７日（日）10:30～14:00／当日先着順）

木片や竹の簡単な工作や森林観察を実施
する。パネル展示も行い、森林や林業に
対する理解や関心を深めてもらう。

H26年8月17日（日）10:00～15:30　 葛城市
1二上山ふるさと公園（葛城市新在家）
2200名／小学校低学年以上
3無料

なし

奈良県中部農林振興事務所　農林普及課
【TEL】0745-23-2169
【HP】http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=1758

当日先着順申

無料 随時
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夏だ！休みだ！里山へ行こう！②（申込み期限：8月1日（金）～8月15日（金）／先着順）

午前は里山林の自然観察と里山遊びで、
午後は自然工作（竹ぽっくり等）とバウ
ムクーヘンつくりをします。

H26年8月23日（土）10:00～15:00 雨天の場合は翌日の24日（日）に順延 奈良市
1ならやまベースキャンプ（奈良市佐紀町、奈良
阪町の県有地） 2小学生とその保護者 50 人／小
学生とその保護者 ※10 歳未満は要保護者 3有
料（小学生、保護者ともに一人500 円）

案内用チラシの裏面またはＨＰの申込用紙を印刷して、郵送またはメールでお願いします。

奈良・人と自然の会
【TEL】 0742-45-8465
【HP】http://naranature.com
※携帯電話のメールでの申込はご遠慮ください。

8月1日（金）～【E-mail】 event@naranature.com
【郵送】申込用紙に記入してお送りください。
〒631-0041 奈良市学園大和町3-7 藤田 秀憲 宛

申

夏休み親子木工教室（申込み期限：8月1日（金）10:00～ 空きがあれば当日受付可／先着順）

弊社で製材した木材を使い、大工さんに
手伝ってもらいながら、各自好きな木工
品を作ってもらいます。

Ｈ26年8月23日（土）8:30～12:00 奈良市
1奈良市法蓮町465-1
2家族30組／小学生の子供を含む家族
3有料（1家族1,000円）

申込 TEL 時に、連絡先（住所・TEL）と参加者全員の名前、子供の年齢を確認します。

徳矢住建株式会社
【TEL】 0742-33-4389
【HP】http://www.tokuyajyuken.co.jp/

8月1日（金）10:00～
【TEL】0742-33-4389

申

星の観察とアトリエ体験（申込み期限：8月10日（日）／先着順）

星座板作りと観察。参加者で夕食作り。
翌日希望者はアトリエ体験。

H26年8月23日（土）13:30～8月24日（日）14:30 宇陀市
1宇陀市文化芸術体験交流施設 ふるさと元気村（宇陀市
室生下田口 1112） 2 35 人／大部屋での宿泊になりま
すので、共同生活を送れる方。（風呂無）、シャワーでも
良い方。 3有料（1 泊 2 日 3 食付。1 名 2,800 円、2
名 5,200 円、3 名 7,200 円。夜具持参（タオルケット等）。
希望者：布団リース代・アトリエ体験料は別料金。）参加者の氏名、年齢、住所、電話番号、持病

ふるさと元気村
【TEL】 0745-93-4400
【HP】http://web1.kcn.jp/furusatogenkimura/

【TEL/FAX】 0745-93-4400申

宿泊

親子で木こりと木工体験（申込み期限：７月１日（火）～７月28日（月）／抽選）

みんなで間伐した木を使ったコースター
づくりやオンリーワン（名前入り）の小
型ベンチづくりを体験します。

H26年8月23日（土）10:00～15:30 御杖村
1御杖村森林組合間伐材加工センター及び
その周辺（宇陀郡御杖村神末）
225組／県内在住の小学生と保護者 3無料

参加者全員の氏名（ふりがな）、住所、電話番号、大人・子ども（学年）の人数

奈良県東部農林振興事務所 林業振興課
【TEL】0745-82-2130

【TEL】0745-82-2130
【FAX】0745-82-0240

申

無料
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奈良公園で葉っぱ図鑑を作ろう 8月開催分（申込み期限：8月17日（日）／先着順）

公園の木々を観察しながら、葉っぱ図鑑
を作ります。丸太切り体験や木のバッチ
ももらえます。

H26年8月24日（日）9:00～12:30　　 奈良市
1奈良公園（集合：奈良県庁前 バス停）
240人／小学生以上、小学生以下は父兄同伴してください 
3有料（一人100円　保険代/当日集金）

参加日、全員の氏名、年齢、住所、電話番号

グリーンあすなら（巨樹・巨木の会）
【TEL】 0742-64-1010　火、水、金のみ
【HP】http://www.kyoboku.jp/

【FAX】 0742-64-1013
【E-mail】k-matumura@aurora.ocn.ne.jp
【往復ハガキ】〒630-8133奈良市大安寺5丁目
12-16 文化センター3Ｆ グリーンあすなら宛

申

ふるさと上北夏祭り

アマゴつかみどり大会、盆踊り大会、北
山宮神楽、餅巻き、福引抽選会、燈花会、
花火など　※昨年の内容になります。

H26年8月23日（土）15:30～21:30 上北山村
1河合清流橋周辺
2定員無し
3無料（一部有料）

なし

上北山村地域活性化イベント実行委員会
【TEL】07468-2-0001　
【HP】http://vill.kamikitayama.nara.jp/kanko/event/

申し込み不要申

無料 随時

みんなでツリーハウスを作ろう！（先着順）

みんなで木の上に「ツリーハウス」を作
りましょう。木を切ったり、運んだり、
塗料を塗ったりのお手伝い！

H26年8月24日（日）9:00～16:00（ご都合の良いお時間にお越しください） 吉野町
1吉野アートスタジアム（吉野郡吉野町西谷 1284）
※新鹿路トンネル南口より約 200 ｍ 2 20 人／小学生
以上の男女 3無料（昼食等は各自ご用意ください）

参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、住所、電話番号（携帯）、メールアドレス

吉野チェンソーアートスクール
【TEL】 0746-32-8129（吉野林業資材センター）
【E-mail】 ringyou@yoshino-shizai.com
【HP】http://yoshino-shizai.com/

【TEL】 0746-32-8129 【FAX】 0746-32-1318
【E-mail】 ringyou@yoshino-shizai.com
【ハガキ】〒639-3445 吉野郡吉野町楢井190-3 吉野林業資材センター

申

無料

第10回ものづくり国栖の里体験フェスタ（申込み期限：7月1日（火）～8月20日（水）／先着順）

吉野の自然の中で、紙すき・木工・マイ
箸つくり・陶芸・ガラス工芸など各工房
で体験が出来ます。

H26年8月23日（土）～8月30日（土） 8日間 9:00～16:00 吉野町
1吉野郡吉野町国栖地域の各工房
2500人／低年齢の方は保護者同伴
3有料（1体験500円～約5,000円）

参加者全員の氏名と年齢、住所、電話、当日の連絡が取れる電話

国栖の里観光協会
【TEL】 0746-36-6838
【HP】http://www.kuzunosato.jp/

7月1日（火）～ 【FAX】 0746-36-6838
※申込用紙はＨＰよりお取りください。
　希望者には郵送も可。

申
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ゆうゆう祭り

毎年人気のロープスライダーやロープク
ライミングなど、冒険やスリル満点の楽
しい遊びが盛りだくさん。

H26年8月30日（土）10:00～16:00 宇陀市
1宇陀市平成榛原子供のもり公園

（宇陀市榛原桧牧2107-4）
2定員無し 3無料

なし

子供のもり公園活性化協会
【TEL】0745-82-7411
【HP】http://www.city.uda.nara.jp/

申し込み不要申

無料 随時

高畑探検隊13（申込み期限：7月1日（火）～8月8日（金）／応募者全員）

谷 幸三さんによる昆虫・動物・自然のお
話の後、ささやきの小径～奈良公園を昆
虫採集とその解説をしながら歩く。

H26年8月18日（月）9:30～12:00 奈良市
1入江泰吉記念奈良市写真美術館～奈良公園（飛火野）
2応募者全員／小学生 ※1～3年生は保護者同伴
3有料（参加者1名につき100円）

往復ハガキに住所、参加者全員の氏名、年齢、電話番号、FAX 番号、児童の学校名、学年を記入

一般財団法人奈良市総合財団／入江泰吉記念奈良市写真美術館
【TEL】 0742-22-9811
【HP】 http://www1.kcn.ne.jp/~naracmp/

7月1日（火）～
【往復ハガキ】〒630-8301 奈良市高畑町600-1
入江泰吉記念奈良市写真美術館

申

夏の里山体験（ブルーベリー摘み）（申込み期限：8月18日（月）～8月25日（月）／先着順）

大和川支流・布留川源流域の「木の子村」
農場でブルーベリー摘みと食感を体験。
街路樹の落葉を肥料にして栽培。

H26年8月31日（日）10:00～14:00　天理市役所9：30集合　 天理市
1布留川源流域（天理市上仁興周辺）
230人／対象は小学生以上。昼食持参。
ゆるやかな山歩きができる服装。 3無料

参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、住所、電話番号

NPO 法人環境市民ネットワーク天理
【TEL】 090-3487-9446
【E-mail】 yoshi@mahoroba.ne.jp
【HP】http://www.kankyoshimin.net/

8月18日（月）～
【TEL】 090-3487-9446

申

無料

葛城山わくわく山の学校（親子お泊まり教室）（申込み期限：8月20日（水）／先着順）

昆虫採集やチョウのペンダントづくりの
クラフト教室に加え、長野県から蛾の専
門家を招いた夜間採集を行います。

H26年8月25日（月）9:00～8月26日（火）15:00 御所市
1大和葛城山 2 10 組／制限なし ※宿泊のため保護者
同伴 3有料（大人 9,000 円、子供 8,000 円 保険代、ク
ラフト代、昼食カレー 2 日分、ロッジでの夕食、朝食含む）

電話申込時により詳細を話し、FAX で保険のための情報をもらう。

大和葛城山の自然を大切にする会
【TEL】 090-2388-4545、072-336-5172
　　　（ともに 18 時以降）

【TEL】 090-2388-4545、072-336-5172
　　　（ともに18時以降）

申

宿泊
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フォレストパーク神野山・羊毛館（申込み期限：空きがあれば当日まで受付可／先着順）

「めえめえ牧場」の羊さんの毛をつかってブローチ、フェルト遊び等の体験
できます。

1フォレストパーク神野山・羊毛館
2毎日20名程度／小学生以上
3有料※作る作品によって費用は異なる

毎日　※水曜日、年末、年始除く 山添村

【羊毛加工体験】
羊毛を使った小物作り体験や、羊毛加
工工程（羊毛を洗い、染め、糸を紡ぎ、
織る）の見学などを行います。

参加者全員の氏名、学年、電話番号

フォレストパーク神野山・羊毛館（山添紡ぎの会）
【TEL】0743-86-0430
【HP】http://www3.pref.nara.jp/kougei-taiken/1068.htm
【利用時間】9：00 ～ 16：30
【休業日】水曜日（祝日の場合は翌日）

【TEL】0743-86-0430
【FAX】0743-86-0430
【E-mail】tumuginokai@gmail.com

申

フォレストパーク神野山・木工館（申込み期限：空きがあれば当日まで予約可／要予約）

お子様の工作から、大人の方の趣味の木工まで制作指導いたします。

1フォレストパーク神野山・木工館（奈良県山辺郡山添村伏拝888-1）
2①午前②午後 各８名／中学３年生まで（要保護者
同伴） 3有料※作る作品によって費用は異なる

H26年7月19日（土）～8月31日（日） ①10：00から ②13：30から ※水曜日を除く　 山添村

【夏休み木工教室】
キットによる木工工作からオリ
ジナル木工作品のお手伝います。

参加者全員の名前、学年、電話番号、保護者の人数、車の台数、過去の利用回数

フォレストパーク神野山・木工館（神野山観光協会）
【TEL】0743-87-0124 【E-mail】naramokkoukyoushitu@gmail.com
【HP】http://blog.goo.ne.jp/mokkoukan
【利用時間】9：30 ～ 16：30
【休業日】火・水休み（7・8 月は水のみ休み）

【TEL】0743-87-0124
【FAX】0743-87-0548
【E-mail】naramokkoukyoushitu@gmail.com

申

体験施設情報

かぶと虫の森

自然の広葉樹の林をネットで覆いかぶと虫を放し飼いにし、自然に近い状態
で直接触って観察が楽しめるようになっています。

1下市町大字新住
2定員無し
3有料（入園料300円、20名以上の団体料金200円）

H26年7月5日（土）～8月17日（日）　9:00～17:00　 下市町

【かぶと虫の森】
子供たちに自然の中で昆虫とふれあう
機会をつくり、かぶと虫の飼育を通し
て命の大切さ尊さを知ってもらうため。

なし

下市地域づくり推進会議
【TEL】0747-52-8234
【利用時間】H26 年 7 月 5 日（土）～ 8 月 17 日（日）9：00 ～ 17：00

申し込み不要申
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奈良県立野外活動センター

橿原市昆虫館

野外活動センターは、子どもから大人まで幅広い年代の人々が豊かな自然の中で野外活動を通じて、日常では味わえない
充実した時間を過ごし、満足感を得られる施設です。

橿原市昆虫館は、『見て、聞いて、触って、感じる昆虫館』をテーマに子供から大人まで楽しめる昆虫館を目指します。

〒632-0231 奈良市都祁吐山町2040　【TEL】0743-82-0508　【FAX】0743-82-2026
【E-mail】yagai2040@office.pref.nara.lg.jp　【HP】http://www.pref.nara.jp/31607.htm
【利用時間】9：00～17：00　休館日：9～4月の毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12月28日から1月4日）

〒634-0024   橿原市南山町624 橿原市昆虫館　【TEL】0744-24-7246　【FAX】0744-24-9128　【HP】http://www.city.kashihara.nara.jp/insect/
【利用時間】4月～9月／9:30～17:00（入館は16:30まで）、10月～3月／9:30～16:30（入館は16:00まで）
休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日） 、年末年始（12月28日～1月2日）、夏休み期間中の月曜日は開館

【日時】H26年7月6日（日）11:00～14:30
【参加対象】20組（40名）／４歳児５歳児クラスの子どもとその保護者
【費用】有料（250円）
【申込期限】6月15日（日）～6月29日（日）

1森のようちえん
夏のはやまの森には不思議なものがたくさ
ん！みて・さわって・きいて・たべて、森
とお友達になれるかな ?

【日時】H26年7月20日（日）10:00～15:00（雨天の場合中止）
【参加対象】30名／５歳以上または家族単位※小学生以下要保護者同伴
【費用】無料（別途要入館料 大人510円、学生410円、小人100円）
【申込期限】７月10日（木）必着

1生き物観察会 田んぼの生き物観察会②～田んぼの生き物を観察しよう！～

田んぼで生活している生き物観察や水田稲
作の講義などを行います。

【日時】H26年7月27日（日）　11:00～15:00
【参加対象】50名／家族、グループ
【費用】有料（中学生以上1,050円、中学生以下850円、3歳以下無料）
【申込期限】7月1日（火）～7月20日（日）

3ガーデンハウス in はやま ナンと夏野菜カレー＆苔玉作り
自然の中で親子で協力しながら、地域の食材
を使った食文化体験や苔玉作りを楽しもう。

【日時】H26年8月17日（日）10:00～15:00（雨天の場合中止）
【参加対象】30名／５歳以上または家族単位※小学生以下要保護者同伴
【費用】無料（別途要入館料 大人510円、学生410円、小人100円）
【申込期限】8月7日（木）必着

3生き物観察会 田んぼの生き物観察会③～イネの花を観察しよう！～

田んぼで生活している生き物観察やイネの
花などを観察します。

【日時】H26年8月16日（土）11:00～15:00　8月17日（日）11:00～15:00
【参加対象】各日30名／家族、グループ
【費用】有料（550円）
【申込期限】8月1日（金）～8月9日（土）

5自然観察とネイチャークラフト
はやまの森をガイドと散策しながら、植物
や昆虫を観察し、木の実や枝を使ったネイ
チャークラフトにも挑戦する。

【日時】H26年7月23日（水）10:30～16:00　7月24日（木）10:30～16:00
【参加対象】各日100名／小学生以上の親子
【費用】有料（550円）
【申込期限】7月1日（火）～7月13日（日）

2親子でチャレンジ フィールドアスレチックとバームクーヘン
森の中のアスレチックと、竹を使ったバー
ムクーヘン作りを楽しもう。（天候により
プログラムの変更あり）

【日時】H26年7月26日（土）10:00～15:00（雨天の場合中止）
【参加対象】30名／５歳以上または家族単位※小学生以下要保護者同伴
【費用】無料（別途要入館料 大人510円、学生410円、小人100円）
【申込期限】７月17日（木）必着

2昆虫観察会「夏の虫観察会」
夏場、野外で活動している昆虫や生き物な
どを観察します。

【日時】H26年8月16日（土）11:00～8月17日（日）15:00
【参加対象】10組（60名）／親子、グループ
【費用】有料（中学生以上3,100円、小学生以下2,600円）
【申込期限】8月1日（金）～8月6日（水）

4はやま四季とのふれあい ～涼を求めて～

自然散策、キャンプファイヤー、野外自炊
などの企画が盛りだくさん。親子で夏休み
の楽しい思い出を作ろう。

【日時】H26年8月23日（土）10:00～16:00
【参加対象】定員無し／来館者対象
【費用】無料（別途要入館料 大人510円、学生410円、小人100円）
【申込期限】－

4夏休み自由研究相談会
夏休みの自由研究の相談や、採集した昆虫
や植物の名前調べをします。

【日時】H26年8月23日（土）　10:30～8月26日（火） 15:00まで
【参加対象】50名／小学4年生～6年生
【費用】有料（6,700円）
【申込期限】8月1日（金）～8月10日（日）

6はやま森の学校
この夏、自然いっぱいの吐山の森で、仲間
と共に最高の思い出をつくりませんか？

1～6応募者多数の場合は抽選：上記 TEL か FAX、E メールで
参加者全員の氏名、年齢（学年）、性別、電話番号、住所、アレル
ギーの有無、当日の来所方法、希望するイベントを記入して申込

1～3抽選：往復ハガキに参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、住所、代表者
の電話番号、希望するイベントを記載して上記住所へ申込。4申込み不要

【備考】開催場所：1～6奈良県立野外活動センター
その他：4宿泊

【備考】開催場所：1～3昆虫館研修室１～周辺野外、4昆虫館研修室２
その他：4は橿原市昆虫館と友の会、奈良植物研究会の共催

申

申
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洞川エコミュージアムセンター

森と水の源流館（公益財団法人吉野川紀の川源流物語）

天川村の四季を映像で楽しめるコーナーや大峯修験道の行場、西の覗きが体験できる映像コーナー、山岳体験マップ・自
然観察等の展示がされています。

自然や環境、生き物たち、いにしえからの人々の暮らしなどにふれ、源流とは何か、私たちの暮らしとどんな関係がある
のか、「森と水の源流館」でいっしょに体験してみませんか？

〒638-0431 奈良県吉野郡天川村大字洞川784-32　【TEL】0747-64-0999　【FAX】0747-64-0888
【E-mail】eco@vill.tenkawa.lg.jp　【HP】http://www.vill.tenkawa.nara.jp/
【利用時間】10：00～17：00　休館日：毎週水曜日（祝日の場合はその翌日）冬季［12月～3月］休業

〒639-3553　奈良県吉野郡川上村宮の平　【TEL】0746-52-0888　【FAX】0746-52-0888
【E-mail】morimizu＠genryuu.or.jp　【HP】http://www.genryuu.or.jp/
【利用時間】9：00～17：00（入館は16:30まで）　休館日：毎週水曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12月29日から1月3日）

【日時】H26年7月7日（月）13:30～16:00
【参加対象】50名　【費用】無料　【申込期限】6月27日（金）締め切り

1大峯奥駈道世界遺産登録10周年記念講演会
大峰山寺「昭和の大修理」に携わられた菅谷文則先生をお招きし、
大峯山の魅力を語っていただきます。

【日時】H26年7月1日（火）～8月31日（日）10:00～16:00
【参加対象】定員無し 【費用】有料（100円 ※入館料別） 【申込期限】－

1いつでも体験
吉野杉の丸太切り体験、川上村の生き物写
真でパズルづくり、森と水の源流館内を見
学してメモする観察ノート。

【日時】H26年7月26日（土）13:30～16:00
【参加対象】60名
【費用】有料（一般1,500円、小中学生750円 ※入浴券付）
【申込期限】7月16日（水）締め切り

3親子で挑戦！川の生き物見てみよう、調べてみよう！
谷先生のおもしろいお話で、楽しく川の生
き物や環境について身近に感じてみよう！

【日時】㋐[街］H26年8月9日（土）13:30～16:30
㋑［里］H26年8月16日（土）13:30～16:30 ㋒［森］H26年8月23日（土）
13:30～16:30 【参加対象】各20人／小学生以上（小学生は要保護者同伴）

【費用】有料（500円） 【申込期限】㋐8月7日（木）／㋑8月14日（木）
／㋒8月21日（木）締め切り

3吉野川紀の川しらべ隊「野草をしらべよう」
身近な野草の観察。１回のみの参加可。全
て参加すれば場所による違いを比較できる。

【日時】H26年8月30日（土）13:30～16:00
【参加対象】50名
【費用】有料（一般1,500円、小中学生750円 ※入浴券付）
【申込期限】8月20日（水）締め切り

5親子で挑戦！簡単バームクーヘン作り＆クラフト
毎回大好評のバームクーヘン作りとクラフト
に挑戦。さて、竹炭火でおいしく焼けるかな？

【日時】H26年8月14日（木）～8月19日（火）
【参加対象】10～50人／小学生以上【費用】有料（500円～ ※入館料別）

5がんばれ宿題
夏休みの宿題にぴったりの工作や体験が日替わり
で。詳しくはまず、森と水の源流館へお電話にて
お問い合わせください。

【日時】H26年7月12日（土）、13日（日）※弥山小屋で一泊します。
【参加対象】20名／小学校高学年から 健脚の方向け
【費用】有料（一般10,000円、小中学生8,000円 ※入浴券付）
【申込期限】7月2日（水）締め切り

2大峯奥駈道世界遺産登録10周年記念事業 近畿の最高峰「八経ヶ岳」登山＆大峯の自然観察
植物学の第一人者である松井先生の解説を受けながら、近畿の最
高峰である八経ヶ岳を目指します。

【日時】H26年8月8日（金）13:30～16:30
【参加対象】20名／小学生以上（小学生は要保護者同伴）
【費用】有料（500円）
【申込期限】８月５日（火）締め切り

2吉野川紀の川しらべ隊「川原の石ころをしらべよう」
川原で石の観察。

【日時】H26年8月9日（土）13:00～16:30
【参加対象】50名
【費用】有料（一般2,000円、小中学生1,000円 ※入浴券付）
【申込期限】7月30日（水）締め切り

4親子で挑戦！ヒンヤリ鍾乳洞探検と名水のひみつ
真夏なのに洞窟の中はヒンヤリ、いや寒
い！関西では珍しい鍾乳洞探検（2 ヶ所）
と有名な名水のひみつ？

【日時】H26年8月10日（日）9:30～15:30
【参加対象】20名／小学生以上（小学生は要保護者同伴）
【費用】有料（500円）
【申込期限】8月8日（金）締め切り

4いろりばた教室「昔の魚とり教室」
伝統的な漁法で、吉野川の魚をつかまえて
観察。昔ながらの漁具の作り方や使い方も
学べる。

1～5先着順：郵送（ハガキ）か TEL、FAX、E メールで氏名、
性別、年齢、住所、電話番号、希望するイベントを記入して申込

1申込み不要
2～5先着順：郵送（ハガキ）か TEL、FAX、E メールに参加者全
員の氏名（ふりがな）、電話番号、希望するイベントを記載して申込
※5については、まずお電話でお問い合わせください。

【備考】開催場所：1～5洞川エコミュージアム
その他：2は宿泊

【備考】開催場所：15同施設、2中奥川周辺、3㋐奈良公園周辺㋑吉
野山周辺㋒あきつの小野・蜻蛉の滝周辺（川上村西河）、4音無川周辺

申

申
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第34回全国豊かな海づくり大会～やまと～
111日前イベント

【日時】7月27日（日）10：00～16：00
【場所】イオンモール橿原１階 スターライトコート

第34回全国豊かな海づくり大会～やまと～開催111日前イベントを実施します。
楽しみながら、豊かな海づくりについて学んでみませんか。
海づくり大会コスチュームのせんとくんも登場！みなさまのご参加、お待ちしております!!

第34回全国豊かな海づくり大会
奈良県実行委員会事務局
TEL：0742-27-8978

申込不要・
参加費無料

問


