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17 イベント情報

①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。

②上北山村　大台ヶ原

③20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）

④先着順（平日17:00まで電話もしくはFAX受付、定員に余裕

があれば当日受付あり）

⑤有料1人100円（保険代として）

⑥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、参加経験等

②三峰山（御杖村）※近鉄榛原駅8:15 発

③ー／ー

④当日随時

⑤片道運賃1,350円が必要

⑥お名前、ご住所、電話番号、性別、生年月日

②室生、向渕やまびこホール周辺

③100人（小学生とその家族）／特になし

④先着順（8月8日（月）締切）　　

⑤有料（子供300円、大人500円：昼食カレーライス、保

険代込）

⑥【参加者全員の】氏名（ふりがな）、性別、年齢、住

所、電話番号

②生駒山麓公園（生駒市）

③40人／小学1年生から中学3年生まで（小学3年生以下は要

保護者同伴）

④抽選（7月1日（金）～7月29日（金）締切）

⑤有料（子ども200円）

⑥ハガキかFAXに参加者の住所、氏名（ふりがな）、学年と年

齢、電話番号、保護者が同伴する場合は、保護者の氏名

（ふりがな）と年齢を書いてください。

①冬の霧氷で有名な三峰

山の夏山ハイキング臨

時直通バスを運行。登

山は往復約10km、約4時

間。健脚向き。フリーハ

イキングです。

①自然観察へチャレンジ

竹細工（竹馬、水鉄砲、

竹笛等）、“ひょうたん

ド ー ム ” で カ レ ー パ ー

ティー、トウモロコシ収穫

体験、おやつにスイカ

①午前は生駒山麓公園内

の自然観察、午後は竹

を使ったクラフトづくりを

します。

吉野熊野国立公園指定
80 周年＆山の日制定記念
「大台ヶ原自然観察ハイキング」

三峰山
　　夏山ハイキング

第 7 回 竹と遊ぶ
里山の夏 ｉｎ 向渕

夏休みを森で遊ぼう！
「自然観察とクラフトづくり」

環境省　近畿地方環境事務所

奈良交通株式会社

向渕さとやま遊友クラブ

生駒市みどり公園課、
協力 ： いこま里山クラブ

TEL ： 0746-34-2202　　
http://kinki.env.go.jp/

（山について） 御杖村観光協会　TEL ： 0745-95-2070
（バスについて） 奈良交通お客様サービスセンター　
TEL ： 0742-20-3100

TEL ： 0745-92-5120
Email ： yuyu-club@kcn.jp

TEL ： 0743-74-1111 （内線 585）
FAX ： 0743-74-9100

TEL ： 0746-34-2202
FAX ： 0746-34-2204

当日近鉄榛原駅　南口にて受付

TEL ： 0745-82-3679 （宇陀市農林課）

FAX：0743-74-9100
ハガキ：〒630-0288 奈良県生駒市東新町8番38号
生駒市役所　みどり公園課緑化景観係　宛

8月11日（木・祝）
10：00～16：00

8月11日（木・祝）
8:15～17:00

8月11日（木・祝）
9：00～16：00

8月11日（木・祝）
10:00～15:00

随時
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（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）
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18イベント情報

①木材や竹を利用した簡単な

工作や二上山を散策しなが

ら森林観察を実施する。森林

の働きなどのパネル展示も

行い、森林や林業に対する

理解や関心を深めてもらう。

②二上山ふるさと公園（葛城市新在家）

③200人／小学生　低学年以上

④当日随時先着順（10:00～15:30）

⑤無料

⑥なし

②御所市　葛城山山頂付近

③30人／特になし

④先着順（8月10日（水）締切）

⑤有料（800円（保険代金・昼食含む）、その他ロープ

ウェイ代が必要）

⑥申込時に説明

②奈良県立図書情報館2階エントランスホール（奈良市）

③100人／小学生

④当日随時

⑤無料

⑥なし

②矢田山遊びの森「子ども交流館」　（大和郡山市矢田町2070）

③30人（15家族程度）／小学生・幼稚園児と保護者

④当日随時

⑤有料（一家族200円　保険料などに充当）

⑥持ち物：弁当、飲み物、軍手、タオル、服装：自然観

察のため長袖・長ズボン、動きやすい靴、天候：　雨

天時はクラフトのみ実施（警報が出たら中止）　

①昆虫採集、樹木・植物の

お話し、クラフト教室、昼

食は焼きそば

①木工クラフトを楽しもう！

木とふれあい、木材や木

製品への関心を深め、

森林環境を守る意識を

高めます。

①午前中は近くの「自然

観察コース」で観察、午

後は竹・木を使ってジー

ジーゼミ、ペンダント　つ

くり

二上山ふるさと公園
　　　　 「森の学校」

葛城山わくわく
山の学校

森の学校　「夏休みの思い出　
　　　　　  に木と遊ぼう !」

「自然観察と竹 ・ 木のクラフト」
親子で夏の思い出づくり

奈良県中部農林振興事務所
農林普及課　林業振興係

大和葛城山の自然を大切にする会

奈良県北部農林振興事務所

ＮＰＯ法人　森づくり奈良クラブ

TEL ： 0744-48-3084
http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=1758
（奈良県中部農林振興事務所）

TEL ： 072-336-5172、 090-2388-4545
FAX ： 072-336-5172

TEL：0743-51-0374
http://www.pref.nara.jp/1757.htm

TEL ・ FAX ： 0742-35-0274( 辰己）
Email ： ftatsumi@mb.infoweb.ne.jp
http://gvnc.eco.coocan.jp/

当日随時

TEL ： 072-336-5172、 090-2388-4545
FAX ： 072-336-5172

申込不要 （当日随時）

当日随時　（会場にて 9 ： 30 から受付）

8月11日（木・祝）
10:00～15:30

8月13（土）

8月11日（木・祝）
10:00～15:00

8月13（土）
10：00～14：30

無料 無料随時 随時
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森林観察は10:30と14:00に出発
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19 イベント情報

①昆虫採集、樹木・植物の

お話し、クラフト教室、昼

食は焼きそば

②御所市　葛城山山頂付近

③30人／特になし

④先着順（8月10日（水）締切）

⑤有料（800円（保険代金・昼食含む）、その他ロープ

ウェイ代が必要）

⑥申込時に説明

②橿原市

③40人／県内の高等学校生徒及び引率教員

④先着順（6月6日（月）～8月5日（金）締切）

⑤無料

⑥➊学校名➋学校所在地➌担当者名、TEL、FAX、

Email➍引率教員名➎生徒氏名、学年

②吉野郡川上村　三之公（集合場所は橿原市城殿町でバ

スにて送迎します。）

③20人／小学生以上から一般（18歳以下は保護者同伴）

④先着順（7月4日（月）～7月15日（金）締切）

⑤有料（1,000円）、杉の湯入浴料込み、お米1kgプレゼント

⑥参加者全員の氏名（ふりがな）、性別、年齢、住所、メー

ルアドレス、電話番号、予備日の参加の可否

②御所浄水場（御所市）、蜻蛉の滝、大滝ダム（川上村）
※雨天決行時は蜻蛉の滝を森と水の源流館に変更します。
※バスでご案内します（集合：橿原公苑）

③120人／県内在住（在学）の小学生（保護者の同伴要・弟妹の同伴可）
④先着順（6月20日（月）～7月29日（金）締切）
⑤有料（1名につき500円※ネイチャークラフト代として）
⑥住所、電話番号（当日連絡がつく番号）、ファックス番号又は

メールアドレス（ドメイン指定してください）、保護者の氏名（ふり
がな）、児童の氏名（ふりがな）、学年

①高校生を対象に外部か

ら講師を招き、奈良県の

林業や木材の有効利用

について講義し意見交

換を行う。

①吉野川分水の源流を辿

り、清流吉野川が育まれ

ている大自然の雄大さ

や美しさを肌で体感して

もらいます。

①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。雨天時中止

もしくは 、工程を一部変

更。

葛城山わくわく
山の学校

高校生
　　「奈良の木」 部

吉野川分水源流
トレッキングツアー

夏休み小学生の水道
施設・水源地体験ツアー

大和葛城山の自然を大切にする会

奈良県　奈良の木ブランド課

大和平野土地改良区

奈良県水道局

TEL ： 072-336-5172、 090-2388-4545
FAX ： 072-336-5172

TEL ： 0742-27-7470　　FAX ： 0742-27-1070
Email ： naranoki@office.pref.nara.lg.jp
http://www.pref.nara.jp/27678.htm

TEL ： 0744-22-2052　　FAX ： 0744-22-1624
Email ： kanribu@yamatoheiya.or.jp
http://www.yamatoheiya.or.jp

TEL ： 0742-20-4621　　　FAX ： 0742-22-2420
Email ： suido-somu@office.pref.nara.lg.jp
http://www.pref.nara.jp/11846.htm

TEL ： 072-336-5172、 090-2388-4545
FAX ： 072-336-5172

FAX：0742-27-1070
Email：wada-yoshimi@office.pref.nara.lg.jp

TEL：0744-22-2052　　FAX：0744-22-1624
Email：kanribu@yamatoheiya.orjp

FAX ： 0742-22-2420
ハガキ：〒630-8113 奈良市法蓮町757　奈良総合庁舎4階
その他 ： ホームページ電子申請 （e 古都なら）

8月14日（日）

8月19日（金）
13:00～17:30

8月18日（木）
<予備日：8月25日（木）

8:20～17:30>

8月19日（金）
8:40～16:40

無料
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7月第3月曜日は
　　　「奈良県山の日・川の日」です

みんなの美しい山と川を次世代へ
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20イベント情報

①大台ヶ原を歩きながら、

環 境 省 ア ク テ ィ ブ レ ン

ジャーが動植物や鹿の

食害、自然保護の取組

みを紹介します。

②上北山村　大台ヶ原

③15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）

④先着順（平日17:00まで電話もしくはFAX受付、定員に余裕

があれば当日受付あり）

⑤有料1人100円（保険代として）

⑥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、参加経験等

②旧天理市立福住幼稚園（天理市）

③事前予約制　100人

④先着順

⑤有料（入園料500円、昼食、キッズ野菜ソムリエ講座

等は別途申込）　

⑥住所、氏名、年齢（学年）、電話番号

②奈良市佐紀町、奈良阪町の里山整備事業地（ならや

まベースキャンプ）

③70人／県内在住の小学生と保護者

④先着順（8月1日（月）～8月14日（日）締切）　

⑤有料（子供、保護者　各500円）

⑥参加者全員の氏名（ふりがな）、性別、学年、住所、Ｅ

メールアドレス、電話番号

②明日香村

③30人/回　／特になし

④先着順（6月1日（水）～）

⑤有料（100円）

⑥なし

①標高495m、すずしい高

原の幼稚園で楽しく学ぼ

う。奈良県初のキッズ野

菜ソムリエ講座、野の花

アレンジ、はっぱラリー、

木工クラフトなど。

①里山の探索と自然工作

を楽しむ。飯盒炊爨を体

験し自分達でカレーを調

理する。里山での山遊び

を通じ自然の大切さを学

ぶ。

①飛鳥の公園にすむ生き

物を観察しながら、その

生態について学ぶ。

吉野熊野国立公園指定
80 周年＆山の日制定記念
「アクティブレンジャー自然観察会」

福住 S ・ ジョブズ ・ スクール
「幼稚園カフェ」

ワクワク！ドキドキ！里山
で遊ぼう！＆飯盒炊爨②

里山自然教室
「里山の生き物観察会」

環境省　近畿地方環境事務所

NPO 法人日本無形文化継承機構

奈良 ・ 人と自然の会

国営飛鳥歴史公園　飛鳥管理センター

TEL ： 0746-34-2202　
http://kinki.env.go.jp/

Email ： info@jica.or.jp
facebook　　福住 s ジョブズ ・ スクール　

TEL ： 090-4450-8459
Email ： event@naranature.com
http://naranature.com/

ＴＥＬ ： 0744-54-2441
http://www.asuka-park.go.jp/

TEL ： 0746-34-2202
FAX ： 0746-34-2204

TEL ： 090-3356-5022
Ｅｍａｉｌ ： info@jica.or.jp

TEL ： 090-4450-8459 ( 辻本 )
Email ： event@naranature.com

TEL ： 0744-54-2441

8月20日（土）
10：00～16：00

8月20日（土）
10:00～15:30

8月20日（土）
10:00～15:00

8月20日（土）
➊10:00～12:00
➋13:00～15:00
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（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）
（雨天の場合は8月27日（土）に順延）
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21 イベント情報

①里山の畑で夏野菜を収

穫し、石窯を使った野外

料理で昼食。午後は自

然の木材で木工工作。

②うだ夢創の里（宇陀市室生大野2130‐1）

③30人／小学生以上（小3未満は要保護者）

④先着順（7月中旬～8月18日（木）締切

⑤有料（1000円・工作・昼食・保険料含む）

⑥参加者全員の氏名（フリガナ）、年齢（学年）、性別、

住所、連絡先、携帯電話番号

②吉野町　喜多製材所

③30人／県内外　小学生～大人（小学校低学年は保

護者同伴）

④先着順（6月20日（月）～8月15日（火）締切）

⑤有料（A 椅子 3,000円 ・ B 自由作品 3,000円）

⑥参加者全員の氏名（ふりがな）、性別、年齢、住所、

電話番号、A又はBの選択内容

②橿原市曲川町7丁目　イオンモール橿原北側　十津川の森
「木灯館（ことぼしかん）」

③40人／中学生以下を対象とした木工教室です。（保護者同伴可）
④先着順（8月14日（日）締切）
⑤参加費（500円：材料費及び森への還元金として）

その他花の苗をプレゼントします
⑥参加時間帯　1回目＝10:00～11:00　2回目＝11:00～12:00

3回目＝13:00～14:00　4回目＝14:00～15:00

②三峰山（御杖村）　※近鉄榛原駅8:15 発

③ー／ー

④当日随時

⑤片道運賃1,350円が必要

⑥お名前、ご住所、電話番号、性別、生年月日

①川沿いの製材所で、収納

付椅子又は各自のオリジ

ナル作品製作。原木の製

材過程も目の前で見学で

きます。

①夏休みの宿題や課題の

制作をいっしょにしましょ

う!! 十津川の流木で作っ

た作品や十津川産の檜

と杉の端材を中心に木

工体験をします。

①冬の霧氷で有名な三峰

山の夏山ハイキング臨

時直通バスを運行。登

山は往復約10km、約4時

間。健脚向き。フリーハ

イキングです。

夏野菜と木工工作

吉野木工教室

夏休み木工教室

「県立十津川高校工芸コースの
みなさんといっしょにつくろう！」

三峰山
　　夏山ハイキング

特定非営利活動法人　うだ夢創の里

吉野木工教室

十津川村
NPO 法人奈良環境カウンセラー協会

奈良交通株式会社

TEL ： 0745-88-9367　　　FAX ： 0745-88-9367
Email ： otoiawase@musonosato.org
facebook　うだ夢創の里　で検索

TEL ： 0746-32-2268
Email ： kitaseizai@chive.ocn.ne.jp
http://yoshinoclub.jimdo.com/

TEL ： 0744 ‐ 46 ‐ 9841
十津川の森 「木灯館 （ことぼしかん）」
http://www.kotoboshi.jp/about/02.html

（山について） 御杖村観光協会　TEL ： 0745-95-2070
（バスについて） 奈良交通お客様サービスセンター　
TEL ： 0742-20-3100

TEL：0745-88-9367　　FAX：0745-88-9367
Email：otoiawase@musonosato.org

TEL：0746-32-2268　　FAX：0746-32-2085
Email：kitaseizai@chive.ocn.ne.jp
ハガキ：〒639-3118　奈良県吉野郡吉野町橋屋57－15　喜多製材所

TEL：0744-46-9841　　FAX：0744-46-9842
Email：info@kotoboshi.jp

当日近鉄榛原駅　南口にて受付

8月20日（土）
10:30～15:00

8月20日（土）
13:00～17:00

8月20日（土）
10:00～15:00

8月20日（土）
8:15～17:00

随時
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※椅子は低学年タイプ。椅子・自由製作どちらも選択自由で、大工さんもお手伝いします。



平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

22イベント情報

①竹を使っていろいろなお

もちゃを作って楽しく遊

ぶプログラム。夏休みの

自由工作にもぴったりで

す。（協力：たけのこ工房

　藪田照澄氏）

②奈良県立民俗博物館　講義室（大和郡山市）

③小学生以上20人／小学生と保護者

④先着順（7月19日（火）～定員になり次第締切

⑤有料（材料費500円）

⑥参加者氏名（ふりがな）、性別、学年、連絡先、保護

者の人数

②三峰山（御杖村）※近鉄榛原駅8:15　発

③ー／ー

④当日随時

⑤片道運賃1,350円が必要

⑥お名前、ご住所、電話番号、性別、生年月日

②奈良公園・飛火野

③15人／小学生（保護者同伴）

④先着順（8月14日（日）締切）

⑤有料（300円・保護者は無料、保険代、手作りのお土

産付）

⑥参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、住所、電話番

号、FAX

②吉野町・津風呂湖　湖畔（奈良県吉野郡吉野町河原

屋８４９）

③300人／小学生（1年～6年）

④先着順（当日受付にてお願いします）

⑤有料（一人300円、3匹までお持ち帰りOK）

⑥津風呂湖観光協会HPをご参照ください。

①冬の霧氷で有名な三峰

山の夏山ハイキング臨

時直通バスを運行。登

山は往復約10km、約4時

間。健脚向き。フリーハ

イキングです。

①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

①仮設プールにて「ニジマ

ス」つかみ取りを行いま

す。

ワークショップ　「作って
あそぼう！竹のおもちゃ」

三峰山
　　夏山ハイキング

奈良公園 ・ 飛火野で
自然の宝物を探そう

津風呂湖さかな
つかみ取り大会

奈良県立民俗博物館

奈良交通株式会社

奈良 ・ 自然への感動を伝える会
「なららぎ」

津風呂湖観光協会

TEL ： 0743-53-3171
http://www.pref.nara.jp/1508.htm

（山について） 御杖村観光協会　TEL ： 0745-95-2070
（バスについて） 奈良交通お客様サービスセンター　
TEL ： 0742-20-3100

TEL ： 0745-72-8352
Email ： yakushijin-one@lime.ocn.ne.jp
sa-to@kinet-tv.ne.jp

TEL ： 0746-32-2847　　　FAX ： 0746-32-2847
Email ： info@tuburo.jp
http://tuburoko.jp/

TEL ： 0743-53-3171
その他 ： 博物館の窓口で申し込み可

当日近鉄榛原駅　南口にて受付

FAX ： 0745-72-8352
Email ： yakushijin-one@lime.ocn.ne.jp
往復ハガキ：〒636-0811 奈良県生駒郡三郷町勢野東5-2-22

当日受付にて先着順でお願いします

8月20日（土）
13:30～15:30

8月21日（日）
8:15～17:00

8月21日（日）
10:00～12:00

8月21日（日）12:00
受付～13:00開始

随時
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平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

23 イベント情報

①職員の説明を聞きなが

ら「望遠鏡工作」を行い、

「プラネタリウム鑑賞」。

希望者は「天体観測会」

に参加できる

②奈良県五條市大塔町阪本249　大塔コスミックパーク星のくに　
ロッジ星のくに

③25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）

④先着順（定員になり次第受付終了）
⑤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み）

※同伴の保護者等は別途プラネタリウム料金が必要(大人300
円・小人200円）天体観測会は（大人330円・小人220円）

⑥名前・住所・電話番号・参加人数等

②奈良市　奈良公園

③抽選無し　全員参加／小学生（3年生以下は保護者同伴）

④7月1日（金）～8月8日（月）締切

⑤有料（1人につき100円）

⑥【参加者全員の】氏名（ふりがな）、性別、学校名、学

年、年齢、住所、電話番号、FAX番号

②所在地　宇陀郡御杖村菅野　「みつえ体験交流館」

及びその周辺

③15組（組数のみ設定）／県内在住の小学生とその保護者

④抽選（7月1日（金）～7月28日（木）締切）

⑤無料

⑥保護者及び子どもの氏名（ふりがな）、住所、電話番

号、大人・子ども（学年）の人数

①職員の説明を聞きなが

ら「望遠鏡工作」を行い、

「プラネタリウム鑑賞」。

希望者は「天体観測会」

に参加できる

①奈良公園の植物や生き

物についての楽しい解

説と観察会を実施しま

す。

①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）

のベンチづくりを体験し

ます。

望遠鏡工作教室

望遠鏡工作教室

高畑探検隊 15

親子で木こりと
　　木工体験

一般財団法人大塔ふる里センター
ロッジ星のくに

一般財団法人大塔ふる里センター
ロッジ星のくに

入江泰吉記念奈良市写真美術館

奈良県　東部農林振興事務所

TEL ： 0747-35-0321
HP ： http://www.ootou.jp （団体 HP）
Email ： info@ootou.jp

TEL ： 0747-35-0321
HP ： http://www.ootou.jp （団体 HP）
Email ： info@ootou.jp

TEL ： 0742-22-9811　
http://irietaikichi.jp

TEL ： 0745-84-9501
FAX ： 0745-84-2127

TEL ： 0747-35-0321
※電話予約のみ受付

TEL ： 0747-35-0321
※電話予約のみ受付

Ｅｍａｉｌ ： irietaikichi_naracmp@yahoo.co.jp
往復ハガキ：〒630-8301 奈良市高畑町600-1

TEL ： 0745-84-9501
FAX ： 0745-84-2127

8月22日（月）
14:30～17:30

（プラネタリウム終了時）

8月25日（木）
14:30～17:30

（プラネタリウム終了時）

8月22日（月）
9：30～12：00

8月27日（土）
10:00～15:00

無料
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②奈良県五條市大塔町阪本249　大塔コスミックパーク星のくに　
ロッジ星のくに

③25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）

④先着順（定員になり次第受付終了）
⑤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

み）※同伴の保護者等は別途プラネタリウム料金が必要(大人
300円・小人200円）天体観測会は（大人330円・小人220円）

⑥名前・住所・電話番号・参加人数等



平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

24イベント情報

①冬の霧氷で有名な三峰

山の夏山ハイキング臨

時直通バスを運行。登

山は往復約10km、約4時

間。健脚向き。フリーハ

イキングです。

②三峰山（御杖村）

※近鉄榛原駅8:15　発

③－／－

④当日随時

⑤片道運賃1,350円が必要

⑥お名前、ご住所、電話番号、性別、生年月日

②春日台カントリークラブ（天理市福住町7453）

③1000人（1000人に達し次第、募集終了）／3歳以上

（必ず保護者同伴）

④先着順（7月1日（金）～8月10日（水）締切）

⑤有料（500円）※食・遊び・体験ブース利用料を含む

⑥参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、同伴保護者代

表の住所、電話番号

②奈良市(奈良公園）

③親子15組／小学生と保護者

④先着順（8月19日（金）締切）　　

⑤有料（小学生一人あたり500円／角細工費用）

⑥【参加者全員の】氏名（ふりがな）、性別、学年、年

齢、住所、メールアドレス、電話番号

②三峰山（御杖村）

※近鉄榛原駅8:15 発

③ー／ー

④当日随時

⑤片道運賃1,350円が必要

⑥お名前、ご住所、電話番号、性別、生年月日

① 1 0 0 0 人 の 大 き な 輪 で

キャンプファイヤーを楽

しもう。食・遊び・体験

ブースも満載。夏休み最

後の思い出をつくろう！

①どうしたら鹿と仲良くでき

るかな？シカ寄せ、角細

工等のアクティビティを

通じて一緒に考えよう！

①冬の霧氷で有名な三峰

山の夏山ハイキング臨

時直通バスを運行。登

山は往復約10km、約4時

間。健脚向き。フリーハ

イキングです。

三峰山
　　夏山ハイキング

1000 人 キ ャ ン プ
ファイヤー

シカと友だちに
なろう！

三峰山
　　夏山ハイキング

奈良交通株式会社

Smile Kids Project
（スマイル　キッズ　プロジェクト）

春日山原始林を未来へつなぐ会

奈良交通株式会社

（山について） 御杖村観光協会　TEL ： 0745-95-2070
（バスについて） 奈良交通お客様サービスセンター　
TEL ： 0742-20-3100

TEL ： 070-3149-1765
Email ： smile.kids.project.1000@gmail.com
http://skp1000.main.jp

TEL ： 070-3149-1765
Email ： smile.kids.project.1000@gmail.com
http://skp1000.main.jp

Email ： kasugatsunagu@gmail.com
http://kasugatsunagu.wix.com/kasugatsunagu

（山について） 御杖村観光協会　TEL ： 0745-95-2070
（バスについて） 奈良交通お客様サービスセンター　
TEL ： 0742-20-3100

当日近鉄榛原駅　南口にて受付 Ｅｍａｉｌ ： kasugatsunagu@gmail.com

当日近鉄榛原駅　南口にて受付

8月27日（土）
8:15～17:00

8月27日（土）
14:30～19:30

8月27日（土）
8：50～11:30

8月28日（日）
8:15～17:00

随時

随時
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・・・・宿泊をともなう

・・・・参加無料

・・・・当日随時受付

「山と川の月間」期間中（７月１日～８月

３１日）に山や川についてのイベントを継

続的に実施している体験施設のことです。

※掲載イベントや体験施設についてのご質

問は各施設までお問い合わせください。

体験施設情報の見方

体験施設情報

体験施設
とは・・？

宿泊

無料

随時

橿原市昆虫館（橿原市）
【TEL】0744-24-7246 【FAX】0744-24-9128
【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

【HP】http://city.kashihara.nara.jp/insect/

（宇陀市）

宇陀市文化芸術活動体験交流施設
ふるさと元気村（山の芸術学校）

２０１６夏休みものづくりワークショップ in 元気村

【TEL】0745-93-4400 【FAX】0745-93-4400
【利用時間】9:00 ～ 17:00
　　　　　※イベント参加を希望される場合は事前に電話でお問い合わせください。

【休館日】木曜日（祝日の場合は翌日）
【HP】http://web1.kcn.jp/furusatogenkimura

水鉄砲を作って遊ぼう！
【日　　　時】 7月24日（日）10:00～15:00
【内　　　容】 午前は水鉄砲つくり。午後は的当てゲームや紅白玉入れなどで遊ぶ。
【申込期限】 先着順（6月20日（月）～7月15日（金）締切）　
【募集人数】 30人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【募集条件】 小学生以上と保護者　　
【参加費用】 小学生（700円）、大人（1,000円）、昼食（焼そば・おむすび）付き

【申込先】TEL：0745-93-4400　FAX：0745-93-4400　Ｅｍａｉｌ：furusatogenkimura@kcn.jp　往復ハガキ：〒633-0422 　宇陀市室生下田口1112
【申込時に必要な情報】住所・氏名・TEL・参加人数（大人○名○学年○名）体験名・体験日時

【日　　　時】 7月30日(土）～8月28日(日)（木曜日休み）　各日10:00～16:00
【内　　　容】 自然に囲まれたふるさと元気村であなたが選んだ先生に夏休みのものづくりを楽しく  

学ぼう作ってみよう！
体験…陶芸・巾着作り・ティッシュＢＯＸ入れ作り・七宝焼き・サンドブラスト・草木染・木
工・切り絵・油絵（見学のみ）（都合により各教室日程等あり）　

【申込期限】 基本(要)予約。当日、見学、体験は事務局へ　　在室アーティストにより体験（可）の場合有り
【募集人数】 ー
【募集条件】 個人、グループ（小学生以上とその家族）等を予定。
【参加費用】 見学（無料）、体験学習（有料）、体験学習者に≪虫の気持ち（川編）参加券プレゼント！≫

田んぼの生き物観察会②　「イネの花を観察しよう」
【日　　　時】 8月21日（日）（雨天の場合中止）　10:00～15:00

【内　　　容】 田んぼで生活している生き物観察や水田稲作などを学ぶ。　

【申込期限】 抽選（8月10日（水）締切）　

【募集人数】 30人

【募集条件】 小学生以上の個人または家族単位（保護者同伴）

【参加費用】 無料

※但し、観覧料必要（大人510円、学生410円、小人100円）

【申 込 先】 往復ハガキ：橿原市昆虫館　〒634-0024 橿原市南山町624

【申込時に必要な情報】 行事名・参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢（学年）・住所・電話番号

【日　　　時】 8月7日（日）　10:00～15:30

【内　　　容】 夏休みの自由研究の相談や、採集した昆虫や植物、岩石の名前調べ。　

【申込期限】 ー

【募集人数】 ー

【募集条件】 来館者対象

【参加費用】 無料

※但し、観覧料必要（大人510円、学生410円、小人100円）

昆虫採集と標本作製会
【日　　　時】 7月24日（日）（雨天の場合中止）　10:00～15:00

【内　　　容】 昆虫館周辺で昆虫採集をし、採集した昆虫で標本を作製します。　

【申込期限】 抽選（7月14日（木）締切）　

【募集人数】 30人

【募集条件】 小学生以上の個人または家族単位（保護者同伴）

【参加費用】 無料

※但し、観覧料必要（大人510円、学生410円、小人100円）

【申 込 先】 往復ハガキ：橿原市昆虫館　〒634-0024 橿原市南山町624

【申込時に必要な情報】 行事名・参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢（学年）・住所・電話番号

昆虫館特別展　「驚異の螺旋生物　巡回展」
（協力：河野　甲（工芸作家）、共催：ＮＰＯ西日本自然史系博物館ネットワーク）

【日　　　時】 7月12日（火）～9月11日（日）

【内　　　容】 工芸作家の河野甲さんと共に芸術と生命の融合をはかり、「ちょっとちがう」カタツムリ

の魅力に触れ、カタツムリと人と自然の素敵な関係を探ります。　

【申込期限】 ー　

【募集人数】 ー

【募集条件】 ー

【参加費用】 無料

※但し、観覧料必要（大人510円、学生410円、小人100円）

随時

随時特別企画「昆虫・植物・岩石の名前調べ」
（主催：橿原市昆虫館と友の会、奈良植物研究会）
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・・・・宿泊をともなう

・・・・参加無料

・・・・当日随時受付

「山と川の月間」期間中（７月１日～８月

３１日）に山や川についてのイベントを継

続的に実施している体験施設のことです。

※掲載イベントや体験施設についてのご質

問は各施設までお問い合わせください。

体験施設情報の見方

体験施設情報

体験施設
とは・・？

宿泊

無料

随時

橿原市昆虫館（橿原市）
【TEL】0744-24-7246 【FAX】0744-24-9128
【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

【HP】http://city.kashihara.nara.jp/insect/

（宇陀市）

宇陀市文化芸術活動体験交流施設
ふるさと元気村（山の芸術学校）

２０１６夏休みものづくりワークショップ in 元気村

【TEL】0745-93-4400 【FAX】0745-93-4400
【利用時間】9:00 ～ 17:00
　　　　　※イベント参加を希望される場合は事前に電話でお問い合わせください。

【休館日】木曜日（祝日の場合は翌日）
【HP】http://web1.kcn.jp/furusatogenkimura

水鉄砲を作って遊ぼう！
【日　　　時】 7月24日（日）10:00～15:00
【内　　　容】 午前は水鉄砲つくり。午後は的当てゲームや紅白玉入れなどで遊ぶ。
【申込期限】 先着順（6月20日（月）～7月15日（金）締切）　
【募集人数】 30人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【募集条件】 小学生以上と保護者　　
【参加費用】 小学生（700円）、大人（1,000円）、昼食（焼そば・おむすび）付き

【申込先】TEL：0745-93-4400　FAX：0745-93-4400　Ｅｍａｉｌ：furusatogenkimura@kcn.jp　往復ハガキ：〒633-0422 　宇陀市室生下田口1112
【申込時に必要な情報】住所・氏名・TEL・参加人数（大人○名○学年○名）体験名・体験日時

【日　　　時】 7月30日(土）～8月28日(日)（木曜日休み）　各日10:00～16:00
【内　　　容】 自然に囲まれたふるさと元気村であなたが選んだ先生に夏休みのものづくりを楽しく  

学ぼう作ってみよう！
体験…陶芸・巾着作り・ティッシュＢＯＸ入れ作り・七宝焼き・サンドブラスト・草木染・木
工・切り絵・油絵（見学のみ）（都合により各教室日程等あり）　

【申込期限】 基本(要)予約。当日、見学、体験は事務局へ　　在室アーティストにより体験（可）の場合有り
【募集人数】 ー
【募集条件】 個人、グループ（小学生以上とその家族）等を予定。
【参加費用】 見学（無料）、体験学習（有料）、体験学習者に≪虫の気持ち（川編）参加券プレゼント！≫

田んぼの生き物観察会②　「イネの花を観察しよう」
【日　　　時】 8月21日（日）（雨天の場合中止）　10:00～15:00

【内　　　容】 田んぼで生活している生き物観察や水田稲作などを学ぶ。　

【申込期限】 抽選（8月10日（水）締切）　

【募集人数】 30人

【募集条件】 小学生以上の個人または家族単位（保護者同伴）

【参加費用】 無料

※但し、観覧料必要（大人510円、学生410円、小人100円）

【申 込 先】 往復ハガキ：橿原市昆虫館　〒634-0024 橿原市南山町624

【申込時に必要な情報】 行事名・参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢（学年）・住所・電話番号

【日　　　時】 8月7日（日）　10:00～15:30

【内　　　容】 夏休みの自由研究の相談や、採集した昆虫や植物、岩石の名前調べ。　

【申込期限】 ー

【募集人数】 ー

【募集条件】 来館者対象

【参加費用】 無料

※但し、観覧料必要（大人510円、学生410円、小人100円）

昆虫採集と標本作製会
【日　　　時】 7月24日（日）（雨天の場合中止）　10:00～15:00

【内　　　容】 昆虫館周辺で昆虫採集をし、採集した昆虫で標本を作製します。　

【申込期限】 抽選（7月14日（木）締切）　

【募集人数】 30人

【募集条件】 小学生以上の個人または家族単位（保護者同伴）

【参加費用】 無料

※但し、観覧料必要（大人510円、学生410円、小人100円）

【申 込 先】 往復ハガキ：橿原市昆虫館　〒634-0024 橿原市南山町624

【申込時に必要な情報】 行事名・参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢（学年）・住所・電話番号

昆虫館特別展　「驚異の螺旋生物　巡回展」
（協力：河野　甲（工芸作家）、共催：ＮＰＯ西日本自然史系博物館ネットワーク）

【日　　　時】 7月12日（火）～9月11日（日）

【内　　　容】 工芸作家の河野甲さんと共に芸術と生命の融合をはかり、「ちょっとちがう」カタツムリ

の魅力に触れ、カタツムリと人と自然の素敵な関係を探ります。　

【申込期限】 ー　

【募集人数】 ー

【募集条件】 ー

【参加費用】 無料

※但し、観覧料必要（大人510円、学生410円、小人100円）

随時

随時特別企画「昆虫・植物・岩石の名前調べ」
（主催：橿原市昆虫館と友の会、奈良植物研究会）
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（奈良市）
奈良県立野外活動センター

奈良県山辺郡山添村
フォレストパーク神野山　木工館

【TEL】0743-87-0124 【FAX】0743-87-0124

【HP】http://blog.goo.ne.jp/mokkoukan

【TEL】0743-82-0508 【FAX】0743-82-2026

【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）

【HP】http://www.pref.nara.jp/31607.htm

はやま森の学校
【日　　　時】 8月20日（土）10:30～8月23日（火）15:00

【内　　　容】 仲間とトコトン「あそぶ」はやまの森でドキドキわくわく自然体験！

【申込期限】 抽選（7月25日（月）～8月5日（金）12:00締切）　　

【募集人数】 50人

【募集条件】 小学4年生～6年生

【参加費用】 有料（6,700円）

【申 込 先】 TEL：0743-82-0508　　FAX：0743-82-2026　　Ｅｍａｉｌ：yagai2040@office.pref.nara.lg.jp

【申込時に必要な情報】 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　※詳しくはHPをご覧ください

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
【日　　　時】 7月27日（水）　10:30～16:00

【内　　　容】 親子で一緒に森の中のアスレチックコースをまわり、竹を使ってバームクーヘン作りを

楽しもう！（天候により、アスレチックが別プログラムに変更になる場合があります。　

【申込期限】 抽選（7月1日（金）～7月15日（金）12:00締切）　　

【募集人数】 100人

【募集条件】 小学生以上の親子

【参加費用】 有料（550円）

【申 込 先】 TEL：0743-82-0508　　FAX：0743-82-2026　　Ｅｍａｉｌ：yagai2040@office.pref.nara.lg.jp

【申込時に必要な情報】 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　※詳しくはHPをご覧ください

ガーデンハウス in はやま　～ナンと夏野菜カレー ＆ 苔玉作り～
【日　　　時】 7月24日（日）　10:30～15:00

【内　　　容】 自然の中で親子やグループで協力しながら、地域の食材を使った食文化体験や自然

体験を楽しもう。　

【申込期限】 抽選（7月4日（月）～7月14日（木）12:00締切）

【募集人数】 50人

【募集条件】 家族・グループ

【参加費用】 有料（中学生以上1,050円、小学生以下850円、3歳以下は無料）

【申 込 先】 TEL：0743-82-0508　　FAX：0743-82-2026　　Ｅｍａｉｌ：yagai2040@office.pref.nara.lg.jp

【申込時に必要な情報】 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　※詳しくはHPをご覧ください

もりのようちえん
【日　　　時】 7月3日（日）　11:00～14:30

【内　　　容】 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、森とおとも

だちになれるかな？

【申込期限】 抽選（6月13日（月）～6月23日（木）12:00締切）　

【募集人数】 20組　　

【募集条件】 4歳児クラス・5歳児クラスの園児とその保護者または引率者

【参加費用】 有料（250円）

【申 込 先】 TEL：0743-82-0508　　FAX：0743-82-2026　　Ｅｍａｉｌ：yagai2040@office.pref.nara.lg.jp

【申込時に必要な情報】 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　※詳しくはHPをご覧ください

自然観察とネイチャークラフト
【日　　　時】 8月28日（日）　10:00～15:00

【内　　　容】 はやまの森をネイチャー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しよう。　

【申込期限】 抽選（8月1日（月）～8月18日（木）12:00締切）　

【募集人数】 30人

【募集条件】 家族・グループ

【参加費用】 有料（550円）

【申 込 先】 TEL：0743-82-0508　　FAX：0743-82-2026　　Ｅｍａｉｌ：yagai2040@office.pref.nara.lg.jp

【申込時に必要な情報】 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　※詳しくはHPをご覧ください

夏休み木工教室
【日　　　時】 7月16日(土)～8月30日(火)　※水曜日休み・他休館日あり

【内　　　容】 道具の使い方を学び　自分だけの作品を作り上げましょう　キット工作から自由工作

まで対応させていただきます.必ず　「夏休み木工教室特別ブログ」をしっかりお読み

になってからお申し込みください　完全事前予約制

【申込期限】 先着順（6月1日～）

【募集人数】 午前午後　各8人

【募集条件】 中学生まで　（幼児可）　必ず　保護者同伴願います

【参加費用】 有料（600円～作品による）

【申 込 先】 TEL：0743-87-0124　　FAX：0743-87-0124　　　Ｅｍａｉｌ：naramokkoukyoushitu@gmail.com

【申込時に必要な情報】 参加者全員の氏名、学年、住所、当日の朝連絡のつく連絡先、付き添い

の保護者の人数　車の台数

はやま四季とのふれあい　～涼を求めて～
【日　　　時】 8月27日（土）11:00～8月28日（日）15:00

【内　　　容】 自然散策、ネイチャークラフト、キャンプファイヤー、野外自炊などの楽しい企画が盛

りだくさん！親子で夏休みの楽しい思い出を作りましょう。　

【申込期限】 抽選（8月1日（月）～8月12日（金）12:00締切）　

【募集人数】 10組（最大60名）　

【募集条件】 家族・グループ

【参加費用】 有料（中学生以上3,100円、小学生以下2,600円、3歳以下は無料）

【申 込 先】 TEL：0743-82-0508　　FAX：0743-82-2026　　Ｅｍａｉｌ：yagai2040@office.pref.nara.lg.jp

【申込時に必要な情報】 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　※詳しくはHPをご覧ください

宿泊

宿泊
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（奈良市）
奈良県立野外活動センター

奈良県山辺郡山添村
フォレストパーク神野山　木工館

【TEL】0743-87-0124 【FAX】0743-87-0124

【HP】http://blog.goo.ne.jp/mokkoukan

【TEL】0743-82-0508 【FAX】0743-82-2026

【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）

【HP】http://www.pref.nara.jp/31607.htm

はやま森の学校
【日　　　時】 8月20日（土）10:30～8月23日（火）15:00

【内　　　容】 仲間とトコトン「あそぶ」はやまの森でドキドキわくわく自然体験！

【申込期限】 抽選（7月25日（月）～8月5日（金）12:00締切）　　

【募集人数】 50人

【募集条件】 小学4年生～6年生

【参加費用】 有料（6,700円）

【申 込 先】 TEL：0743-82-0508　　FAX：0743-82-2026　　Ｅｍａｉｌ：yagai2040@office.pref.nara.lg.jp

【申込時に必要な情報】 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　※詳しくはHPをご覧ください

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
【日　　　時】 7月27日（水）　10:30～16:00

【内　　　容】 親子で一緒に森の中のアスレチックコースをまわり、竹を使ってバームクーヘン作りを

楽しもう！（天候により、アスレチックが別プログラムに変更になる場合があります。　

【申込期限】 抽選（7月1日（金）～7月15日（金）12:00締切）　　

【募集人数】 100人

【募集条件】 小学生以上の親子

【参加費用】 有料（550円）

【申 込 先】 TEL：0743-82-0508　　FAX：0743-82-2026　　Ｅｍａｉｌ：yagai2040@office.pref.nara.lg.jp

【申込時に必要な情報】 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　※詳しくはHPをご覧ください

ガーデンハウス in はやま　～ナンと夏野菜カレー ＆ 苔玉作り～
【日　　　時】 7月24日（日）　10:30～15:00

【内　　　容】 自然の中で親子やグループで協力しながら、地域の食材を使った食文化体験や自然

体験を楽しもう。　

【申込期限】 抽選（7月4日（月）～7月14日（木）12:00締切）

【募集人数】 50人

【募集条件】 家族・グループ

【参加費用】 有料（中学生以上1,050円、小学生以下850円、3歳以下は無料）

【申 込 先】 TEL：0743-82-0508　　FAX：0743-82-2026　　Ｅｍａｉｌ：yagai2040@office.pref.nara.lg.jp

【申込時に必要な情報】 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　※詳しくはHPをご覧ください

もりのようちえん
【日　　　時】 7月3日（日）　11:00～14:30

【内　　　容】 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、森とおとも

だちになれるかな？

【申込期限】 抽選（6月13日（月）～6月23日（木）12:00締切）　

【募集人数】 20組　　

【募集条件】 4歳児クラス・5歳児クラスの園児とその保護者または引率者

【参加費用】 有料（250円）

【申 込 先】 TEL：0743-82-0508　　FAX：0743-82-2026　　Ｅｍａｉｌ：yagai2040@office.pref.nara.lg.jp

【申込時に必要な情報】 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　※詳しくはHPをご覧ください

自然観察とネイチャークラフト
【日　　　時】 8月28日（日）　10:00～15:00

【内　　　容】 はやまの森をネイチャー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しよう。　

【申込期限】 抽選（8月1日（月）～8月18日（木）12:00締切）　

【募集人数】 30人

【募集条件】 家族・グループ

【参加費用】 有料（550円）

【申 込 先】 TEL：0743-82-0508　　FAX：0743-82-2026　　Ｅｍａｉｌ：yagai2040@office.pref.nara.lg.jp

【申込時に必要な情報】 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　※詳しくはHPをご覧ください

夏休み木工教室
【日　　　時】 7月16日(土)～8月30日(火)　※水曜日休み・他休館日あり

【内　　　容】 道具の使い方を学び　自分だけの作品を作り上げましょう　キット工作から自由工作

まで対応させていただきます.必ず　「夏休み木工教室特別ブログ」をしっかりお読み

になってからお申し込みください　完全事前予約制

【申込期限】 先着順（6月1日～）

【募集人数】 午前午後　各8人

【募集条件】 中学生まで　（幼児可）　必ず　保護者同伴願います

【参加費用】 有料（600円～作品による）

【申 込 先】 TEL：0743-87-0124　　FAX：0743-87-0124　　　Ｅｍａｉｌ：naramokkoukyoushitu@gmail.com

【申込時に必要な情報】 参加者全員の氏名、学年、住所、当日の朝連絡のつく連絡先、付き添い

の保護者の人数　車の台数

はやま四季とのふれあい　～涼を求めて～
【日　　　時】 8月27日（土）11:00～8月28日（日）15:00

【内　　　容】 自然散策、ネイチャークラフト、キャンプファイヤー、野外自炊などの楽しい企画が盛

りだくさん！親子で夏休みの楽しい思い出を作りましょう。　

【申込期限】 抽選（8月1日（月）～8月12日（金）12:00締切）　

【募集人数】 10組（最大60名）　

【募集条件】 家族・グループ

【参加費用】 有料（中学生以上3,100円、小学生以下2,600円、3歳以下は無料）

【申 込 先】 TEL：0743-82-0508　　FAX：0743-82-2026　　Ｅｍａｉｌ：yagai2040@office.pref.nara.lg.jp

【申込時に必要な情報】 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　※詳しくはHPをご覧ください

宿泊

宿泊

28体験施設情報



29



  30



【日時】平成２８年７月１８日（月・祝）
１０：００～１５：００

【会場】川上村森と水の源流館
（吉野郡川上村宮の平）

【参加費】入場無料
【申込み】不要。木工クラフトは当日受付
【内容】山や川の恵み、大切さを学習でき

る施設「森と水の源流館」
を１日無料解放！また、
施設内で木工クラフトを
実施します！

【日時】平成２８年７月１８日（月・祝）
９：００（受付８：００）～

１２：３０（受付１１：３０）～（120分）
【会場】五條市（大川橋下流吉野川野原側）
【対象】１８歳以上（高校生除く）で、アユ釣り初心者
【参加費】無料
【申込み】要申込。平成２８年６月１日（水）～７月４日
（月） までに、必要項目を記載して次の宛先までFAX、
メール、はがきのいずれかでお申し込みください。応募多
数の場合は抽選。（必要項目）住所、氏名(ふりがな)、年
齢、性別、電話番号、アユ釣り経験年数、メールアドレス
（宛先・問い合わせ先）

奈良県農業水産振興課総務・水産振興係
〒６３０－８５０１奈良市登大路町３０
TEL：０７４２－２７－７４０９
FAX：０７４２－２２－９５２１
メール nogyos@office.pref.nara.lg.jp

【内容】漁協のベテランアユ釣り
師の指導のもと、五條の
川でアユ釣りを体験して
みませんか？

ポスト「全国豊かな海づくり大会」
イベント実行委員会

（事務局：奈良県農林部森林整備課森林環境管理係内）

TEL:0742-27-7612
FAX:0742-22-1228

問

【日時】平成２８年７月１８日（月・祝）１０：００～１５：００
【会場】奈良県立野外活動センター（奈良市都祁吐山町２０４０番地）
【参加費】入場無料。ただし、物販等一部有料の出展もあります。
【申込み】不要。会場入口で受付を行ってください。
【内容】毎年恒例の山もり・てんこ森がパワーアップ！

これまでの石窯を使ったピザ作り体験、竹を使ったバウム
クーヘン作り、森林体験や木工クラフト等に加えて、県内
市町村の特色を活かした出展をお楽しみください！


