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②上津ダム・森林科学館（山添村）
③ 40 人／小学生と保護者等
④先着順（7 月 1日（月）～ 12 日（金））／定員にな

り次第受付終了
⑤有料（1,000 円：昼食代、材料代　小学生未満は無料）
⑥（参加者全員の）氏名（フリガナ）、性別、学年、

年齢、郵便番号、住所、電話番号

①上津ダムの見学と小水
力発電について学び、
間伐材を使った木工体
験教室を開催します！
ダムカレーを作ろう！

夏休み自由学習必見！
『上津ダム見学会＆木工体験教室』

大和高原北部土地改良区
神野山観光協会・神野山木工館　共催

TEL：0743-85-0266　FAX：0743-85-0373
E-mail：kamitu-dam@kcn.jp

8月18日（日）
10:00～15:00

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

②ロッジ星のくに（五條市）
③各 20 人／小学生
④先着順／定員になり次第、受付終了
⑤有料（3,500 円（望遠鏡キット・プラネタリウム

料金含む）
⑥参加者の氏名・住所・連絡先・付き添いの人数

①天文指導員の説明を聞きなが
ら望遠鏡作りを行い、その後

「プラネタリウム観賞」。ご希望
の方は、夜に望遠鏡の使い方
の説明会（無料）・天体観測会

（有料）にご参加いただけます。

望遠鏡工作教室

一般財団法人大塔ふる里センター

TEL：0747-35-0321

TEL：0747-35-0321

8月19日（月）
14:30～17:30

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）
③ 60 人／県内在住の小学生とその保護者
④先着順（8月5日（月）～ 8月18日（日））／定員になり次第、

受付終了
⑤有料（500 円）
⑥参加者全員の氏名（ふりがな）、性別、学年（保護者の方は年齢）、住所、

メールアドレス、電話番号、交通手段、雨天延期日の参加可否

①❶飯盒炊さん❷水生生
物観察❸里山散策、里
山を散策し、自然の大
切さを学びます。

夏だ！休みだ！
里山で遊ぼう！②

奈良・人と自然の会

TEL：090-4450-8459
E-mail：event@naranature.com

E-mail：event@naranature.com

8月24日(土)
9:00～15:00(予定)

雨天の場合8月31日(土)に延期

②ロッジ星のくに（五條市）
③各 20 人／小学生
④先着順／定員になり次第、受付終了
⑤有料（3,500 円（望遠鏡キット・プラネタリウム

料金含む）
⑥参加者の氏名・住所・連絡先・付き添いの人数

①天文指導員の説明を聞きなが
ら望遠鏡作りを行い、その後

「プラネタリウム観賞」。ご希望
の方は、夜に望遠鏡の使い方
の説明会（無料）・天体観測会

（有料）にご参加いただけます。

望遠鏡工作教室

一般財団法人大塔ふる里センター

TEL：0747-35-0321

TEL：0747-35-0321

8月23日（金）
14:30～17:30



令和元年

実施主体

お問合せ

申込方法

令和元年

実施主体

お問合せ

申込方法

令和元年

実施主体

お問合せ

申込方法

令和元年

実施主体

お問合せ

申込方法

23 イベント情報

②矢田山遊びの森（大和郡山市）
③幼年長～小学生 15 人／保護者同伴
④先着順（7 月 10 日（水）8:00 ～ 8 月 10 日（土））／定

員になり次第、受付終了
⑤有料（子ども 300 円、大人 200 円（保険料、材料等込み））
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陽楽の森（北葛城郡王寺町畠田２丁目）
③ 30 人程度／県内在住の小学生（４・５・６年）
④先着順／定員になり次第、受付終了
⑤有料（1500 円：水鉄砲、傷害保険、水分補給等

の費用含む）
⑥❶参加者の氏名（フリガナ）❷性別❸学年❹住所

❺電話番号❻保護者名❼緊急連絡先

①森の中で　お友だちと
遊 ぼう！ミニ 観 察 会、
野 山 か ら の 贈り物 を
使ったクラフト、おや
つ作りと楽しいことが
いっぱい！

①広大な森の中で水鉄砲
を打ち合い、仲間と一
緒に敵の陣地を奪い取
れ！真夏の太陽の下で
びしょ濡れになろう！

ちびっこ遊び隊
「矢田の森で遊ぼう！」

陽楽の森で遊ぼう
～真夏の水鉄砲バトル～

奈良県勤労者山岳連盟
自然保護委員会

一般社団法人 MintGreen

TEL：080-9459-1434
E-mail：sakuraebi5656@gmail.com

E-mail：mintgreen.nara@gmail.com

E-mail：sakuraebi5656@gmail.com

E-mail：mintgreen.nara@gmail.com

8月25日（日）
9:30～14:30

8月24日（土）
10:00～15:00

②みつえ体験交流館（御杖村菅野２０６０）
③親子 15 組／県内在住の小学生とその保護者で、当

日実施場所までご自分で来ることができるご家族
④抽選（7 月 1日（月）～ 26 日（金））
⑤無料
⑥保護者の住所、電話番号と参加者全員の氏名（ふ

りがな）※小学生は、学年

①大切な森林を県民すべ
てで守り育てる意識の
醸成を図ることを目的
に、間伐及び木工体験
イベントを開催します。

「親子で木こりと
　　　　木工体験」

奈良県東部農林振興事務所
林業振興課

TEL：0745-84-9501

TEL：0745-84-9501
FAX：0745-84-2127

8月24日（土）
10:00～15:30無料

②東大台（上北山村小橡　大台ヶ原）
③ 15 人 ( 保護者含む ) ／小学生以上一般 ( 小学生は保

護者同伴）
④先着順（開催日直前の金曜日 17:00 まで）／定員にな

り次第、受付終了（余裕があれば当日受付あり )
⑤有料（100 円：保険代）
⑥参加者全員の氏名（ふりがな）、人数（子どもがいる場合

は各学年 )、住所、当日連絡先、交通手段、利用経験

① 大 台ヶ原 で 活 動 する
パークボランティアやア
クティブレンジャーと一
緒に散策し、東大台の
自然を楽しみます。

吉野熊野国立公園
大台ヶ原地区自然観察会

近畿地方環境事務所吉野管理官事務所

TEL：0746-34-2202

E-mail：RO-YOSHINO@env.go.jp

8月24日（土）
10:00～15:30

(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）



「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

体験施設
とは・・？

・・・・宿泊をともなう

・・・・参加無料

・・・・当日随時受付

体験施設情報の見方

宿泊

無料

随時

サンドブラストでオリジナル風鈴作り
【日　　　時】 8月24日（土）午前の部  9:30～12:00　午後の部 13:00～15:30

【内　　　容】 ガラス素材の風鈴にサンドブラストで好きな絵柄を付けます　

【申込期限】 先着順（～8月17日（土）まで）定員になり次第受付終了

【募集人数】 10人

【募集条件】 小学生と保護者　午前　5名、午後　5名

【参加費用】 有料（材料費1,500円　（昼食）別料金喫茶室にてランチ営業有り　弁当持参も可）

【申込時に必要な情報】 参加者の氏名、年齢、性別、住所、電話番号

安らぐともし火　my行灯作り
【日　　　時】 7月21日（日）10:00～出来上がるまで

【内　　　容】 竹や木材等を使って、親子で行灯作りをします。　

【申込期限】 先着順（～7月13日（土））定員になり次第受付終了

【募集人数】 15組

【募集条件】 小学生と保護者

【参加費用】 有料（材料費：1,000円、昼食：500円（選べる食品・単品売り有り））

【申込時に必要な情報】 参加者の氏名、年齢、性別、住所、電話番号

2019夏休みものづくりワークショップin元気村

の～んびりワクワク絵画教室
【日　　　時】 8月24日（土）10:30～15:00までの間、描きあがり次第終了

【内　　　容】 自然に囲まれた環境の中、風景やポスターなど感じたまま描きたい絵を描きます。　

【申込期限】 先着順（～8月17日（土）まで）　定員になり次第受付終了

【募集人数】 15人

【募集条件】 小学生～大人　※但し同伴の必要があると思われるお子様には付き添い必要（道具

等を持参ください）

【参加費用】 有料（施設使用料100円　（昼食）別料金喫茶室にてランチ営業有り　弁当持参も可）

【申込時に必要な情報】参加者の氏名、年齢、性別、住所、電話番号

【日　　　時】 8月2日（金）～8月31日（土）10:00～15:00

【内　　　容】 山と川、自然にかこまれたふるさと元気村で、夏休みのものづくりを楽しく学ぼう感じよう。

【申込期限】 期間中（要予約）小学生以下の体験学習者には、プレゼントが入った魚釣りが出来るよ！

【募集条件】 来館者対象

【参加費用】 有料（体験学習：陶芸・羊毛で小物作り・七宝焼き・サンドブラスト・革の財布作り・草木

染・きりえ・木工）

【申込時に必要な情報】 体験希望名・日時・住所・氏名・年齢・電話番号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

【休館日】水曜日（他臨時休館あり）

夏休み木工教室
【日　　　時】 7月13日(土)～9月1日(日)（水曜日休み　臨時休館あり）

 午前10:00～12:00　午後13:30～15:30

【内　　　容】 自分で考えたものを作ってみよう

【申込期限】 先着順（6月1日（土）～）定員になり次第受付終了

【募集人数】 各回8名 【参加費用】 有料（端材工作600円～）

【募集条件】 やる気のあるお子様（中学生まで）とその保護者（ブログを見ていただいた上お申込

みください）

【申込方法】 TEL：0743-87-0124　　FAX：0743-87-0124　　　Ｅｍａｉｌ：naramokkoukyoushitu@gmail.com

【申込時に必要な情報】希望日、午前or午後、代表者の氏名、作業者全員の学年、保護者の数、

住所、当日連絡のつく連絡先、過去の利用回数、車の台数

奈良県吉野郡野迫川村内
野迫川村流域河川

【TEL】0747-37-2101（野迫川村役場）

【FAX】0747-37-2107（野迫川村役場）

【HP】www.vill.nosegawa.nara.jp

野迫川村河川遊漁期間
【日　　　時】 4月14日（日）～8月31日（土）

【内　　　容】 野迫川村流域河川（川原樋川、中原川、池津川川）で魚釣りができます

【参加費用】 有料（日券2,500円、年券7,000円）

【申込時に必要な情報】 ー

（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）

【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

【申込先】TEL：0745-93-4400　FAX：0745-93-4400　Ｅｍａｉｌ：furusatogenkimura@kcn.jp　住所：〒633-0422 　宇陀市室生下田口1112
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「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

体験施設
とは・・？

・・・・宿泊をともなう

・・・・参加無料

・・・・当日随時受付

体験施設情報の見方
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サンドブラストでオリジナル風鈴作り
【日　　　時】 8月24日（土）午前の部  9:30～12:00　午後の部 13:00～15:30

【内　　　容】 ガラス素材の風鈴にサンドブラストで好きな絵柄を付けます　

【申込期限】 先着順（～8月17日（土）まで）定員になり次第受付終了

【募集人数】 10人

【募集条件】 小学生と保護者　午前　5名、午後　5名

【参加費用】 有料（材料費1,500円　（昼食）別料金喫茶室にてランチ営業有り　弁当持参も可）

【申込時に必要な情報】 参加者の氏名、年齢、性別、住所、電話番号

安らぐともし火　my行灯作り
【日　　　時】 7月21日（日）10:00～出来上がるまで

【内　　　容】 竹や木材等を使って、親子で行灯作りをします。　

【申込期限】 先着順（～7月13日（土））定員になり次第受付終了

【募集人数】 15組

【募集条件】 小学生と保護者

【参加費用】 有料（材料費：1,000円、昼食：500円（選べる食品・単品売り有り））

【申込時に必要な情報】 参加者の氏名、年齢、性別、住所、電話番号

2019夏休みものづくりワークショップin元気村

の～んびりワクワク絵画教室
【日　　　時】 8月24日（土）10:30～15:00までの間、描きあがり次第終了

【内　　　容】 自然に囲まれた環境の中、風景やポスターなど感じたまま描きたい絵を描きます。　

【申込期限】 先着順（～8月17日（土）まで）　定員になり次第受付終了

【募集人数】 15人

【募集条件】 小学生～大人　※但し同伴の必要があると思われるお子様には付き添い必要（道具

等を持参ください）

【参加費用】 有料（施設使用料100円　（昼食）別料金喫茶室にてランチ営業有り　弁当持参も可）

【申込時に必要な情報】参加者の氏名、年齢、性別、住所、電話番号

【日　　　時】 8月2日（金）～8月31日（土）10:00～15:00

【内　　　容】 山と川、自然にかこまれたふるさと元気村で、夏休みのものづくりを楽しく学ぼう感じよう。

【申込期限】 期間中（要予約）小学生以下の体験学習者には、プレゼントが入った魚釣りが出来るよ！

【募集条件】 来館者対象

【参加費用】 有料（体験学習：陶芸・羊毛で小物作り・七宝焼き・サンドブラスト・革の財布作り・草木

染・きりえ・木工）

【申込時に必要な情報】 体験希望名・日時・住所・氏名・年齢・電話番号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

【休館日】水曜日（他臨時休館あり）

夏休み木工教室
【日　　　時】 7月13日(土)～9月1日(日)（水曜日休み　臨時休館あり）

 午前10:00～12:00　午後13:30～15:30

【内　　　容】 自分で考えたものを作ってみよう

【申込期限】 先着順（6月1日（土）～）定員になり次第受付終了

【募集人数】 各回8名 【参加費用】 有料（端材工作600円～）

【募集条件】 やる気のあるお子様（中学生まで）とその保護者（ブログを見ていただいた上お申込

みください）

【申込方法】 TEL：0743-87-0124　　FAX：0743-87-0124　　　Ｅｍａｉｌ：naramokkoukyoushitu@gmail.com

【申込時に必要な情報】希望日、午前or午後、代表者の氏名、作業者全員の学年、保護者の数、

住所、当日連絡のつく連絡先、過去の利用回数、車の台数

奈良県吉野郡野迫川村内
野迫川村流域河川

【TEL】0747-37-2101（野迫川村役場）

【FAX】0747-37-2107（野迫川村役場）

【HP】www.vill.nosegawa.nara.jp

野迫川村河川遊漁期間
【日　　　時】 4月14日（日）～8月31日（土）

【内　　　容】 野迫川村流域河川（川原樋川、中原川、池津川川）で魚釣りができます

【参加費用】 有料（日券2,500円、年券7,000円）

【申込時に必要な情報】 ー

（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）

【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

【申込先】TEL：0745-93-4400　FAX：0745-93-4400　Ｅｍａｉｌ：furusatogenkimura@kcn.jp　住所：〒633-0422 　宇陀市室生下田口1112

25 体験施設情報



田んぼの生きもの観察会　「田んぼソムリエになろう！２」
【日　　　時】 8月10日(土)10:00～12:30

【内　　　容】 「田んぼの生きもの調査｣で全国の学校でもおなじみ、林鷹央先生と一緒に、田んぼ

の生き物について学ぼう。楽しい歌も登場するよ！　

【申込期限】 先着順（7月5日（金）～8月6日（火））定員になり次第受付終了

【募集人数】 70人（保護者含む）

【募集条件】 小学生以上（小学生以下は保護者同伴）

【参加費用】 無料（別途入館料が必要（大人510円/学生410円/小人100円））

【申 込 先】 往復はがき：〒634-0024 橿原市南山町624　橿原市昆虫館

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

田んぼの水族館 in 橿原市昆虫館
【日　　　時】 7月17日(水)～9月16日（祝・月）9:30～17:00

【内　　　容】 ・田んぼや周辺の川にすむ生き物を水槽で展示。その場で皆さんの疑問にもお答え

します。

 ・田んぼの役割についてパネルで紹介します。　

【参加費用】 無料（別途入館料が必要（大人510円/学生410円/小人100円））

【申 込 先】 問合せ：電話：0744-24-7246（橿原市昆虫館）

【申込時に必要な情報】 ー

昆虫館特別展　空前のメダカブーム到来中！
「美しきメダカ展～光と影～」

無料

無料

昆虫観察会「夏の虫観察会」
【日　　　時】 7月20日（土）10:00～15:00

【内　　　容】 野外にて、夏に活動する昆虫や生き物を観察します。　

【申込期限】 抽選（7月11日（木）必着）

【募集人数】 50人

【募集条件】 小学生以上親子又は家族単位

【参加費用】 無料（別途入館料が必要（大人510円/学生410円/小人100円））

【申 込 先】 往復はがき：〒634-0024 橿原市南山町624　橿原市昆虫館

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

無料

無料

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/

【日　　　時】 7月17日（水）～9月16日（祝・月）9:30～17:00

【内　　　容】 近年ブームとなっているメダカは、様々な色や形のバリエーションがあります。ホーム

センターに行けば美麗なメダカが並び、その光景は目を奪われます。しかし、自然界で

はメダカは絶滅危惧種に指定されています。この特別展では、品種改良されたメダカ

を紹介すると同時に、自然界のメダカが置かれている現状等について解説します！　

【参加費用】 無料（別途入館料が必要（大人 510円/学生 410円/小人 100円）

【申 込 先】 問合せ：電話：0744-24-7246（橿原市昆虫館）

【申込時に必要な情報】 ー

夏休み自由研究相談会
【日　　　時】 8月18日（日）10:30～15:00

【内　　　容】 夏休みの宿題の自由研究のテーマとして昆虫・植物・岩石の質問や疑問にお答えし

ます。　

【募集条件】 入館者対象

【参加費用】 無料（別途入館料が必要（大人510円/学生410/小人100円））

【申 込 先】 問合せ：電話：0744-24-7246（橿原市昆虫館）

【申込時に必要な情報】 ー

昆虫観察会観察会「イネの花を観察しよう」

無料

無料

昆虫館特別展関連行事　「むしムシぜみな～る」（仮）
【日　　　時】 8月25日（日）13:00～15:00

【内　　　容】 特別展の関連行事として講師をお招きし、昆虫や生き物、自然や生物多様性などの

ゼミナールを開催する　

【申込期限】 抽選（8月15日（木）必着）　

【募集人数】 60人

【募集条件】 小学生以上親子又は家族単位

【参加費用】 無料（別途入館料が必要（大人510円/学生410円/小人100円））

【申 込 先】 往復はがき：〒634-0024 橿原市南山町624　橿原市昆虫館

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

無料

【日　　　時】 8月17日（土）10:00～15:00

【内　　　容】 実際に田んぼに出向き、田んぼで暮らしている昆虫や生き物を観察し、稲の花も観察

します。

【申込期限】 抽選（8月8日（水）必着）　

【募集人数】 30人

【募集条件】 小学生以上親子又は家族単位

【参加費用】 無料（別途入館料が必要（大人510円/学生410/小人100円））

【申 込 先】 往復はがき：〒634-0024 橿原市南山町624　橿原市昆虫館

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

第2回　もりのようちえん
【日　　　時】 7月7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17日（月）～27日（木）12:00）

【募集人数】 20組

【募集条件】 4歳児・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（200円）

【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、郵便番号、住所、ア

レルギーの有無、当日の来所手段

奈良県立野外活動センター 【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

「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

体験施設
とは・・？

・・・・宿泊をともなう

・・・・参加無料

・・・・当日随時受付

体験施設情報の見方

宿泊

無料

随時

サンドブラストでオリジナル風鈴作り
【日　　　時】 8月24日（土）午前の部  9:30～12:00　午後の部 13:00～15:30

【内　　　容】 ガラス素材の風鈴にサンドブラストで好きな絵柄を付けます　

【申込期限】 先着順（～8月17日（土）まで）定員になり次第受付終了

【募集人数】 10人

【募集条件】 小学生と保護者　午前　5名、午後　5名

【参加費用】 有料（材料費1,500円　（昼食）別料金喫茶室にてランチ営業有り　弁当持参も可）

【申込時に必要な情報】 参加者の氏名、年齢、性別、住所、電話番号

安らぐともし火　my行灯作り
【日　　　時】 7月21日（日）10:00～出来上がるまで

【内　　　容】 竹や木材等を使って、親子で行灯作りをします。　

【申込期限】 先着順（～7月13日（土））定員になり次第受付終了

【募集人数】 15組

【募集条件】 小学生と保護者

【参加費用】 有料（材料費：1,000円、昼食：500円（選べる食品・単品売り有り））

【申込時に必要な情報】 参加者の氏名、年齢、性別、住所、電話番号

2019夏休みものづくりワークショップin元気村

の～んびりワクワク絵画教室
【日　　　時】 8月24日（土）10:30～15:00までの間、描きあがり次第終了

【内　　　容】 自然に囲まれた環境の中、風景やポスターなど感じたまま描きたい絵を描きます。　

【申込期限】 先着順（～8月17日（土）まで）　定員になり次第受付終了

【募集人数】 15人

【募集条件】 小学生～大人　※但し同伴の必要があると思われるお子様には付き添い必要（道具

等を持参ください）

【参加費用】 有料（施設使用料100円　（昼食）別料金喫茶室にてランチ営業有り　弁当持参も可）

【申込時に必要な情報】参加者の氏名、年齢、性別、住所、電話番号

【日　　　時】 8月2日（金）～8月31日（土）10:00～15:00

【内　　　容】 山と川、自然にかこまれたふるさと元気村で、夏休みのものづくりを楽しく学ぼう感じよう。

【申込期限】 期間中（要予約）小学生以下の体験学習者には、プレゼントが入った魚釣りが出来るよ！

【募集条件】 来館者対象

【参加費用】 有料（体験学習：陶芸・羊毛で小物作り・七宝焼き・サンドブラスト・革の財布作り・草木

染・きりえ・木工）

【申込時に必要な情報】 体験希望名・日時・住所・氏名・年齢・電話番号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

【休館日】水曜日（他臨時休館あり）

夏休み木工教室
【日　　　時】 7月13日(土)～9月1日(日)（水曜日休み　臨時休館あり）

 午前10:00～12:00　午後13:30～15:30

【内　　　容】 自分で考えたものを作ってみよう

【申込期限】 先着順（6月1日（土）～）定員になり次第受付終了

【募集人数】 各回8名 【参加費用】 有料（端材工作600円～）

【募集条件】 やる気のあるお子様（中学生まで）とその保護者（ブログを見ていただいた上お申込

みください）

【申込方法】 TEL：0743-87-0124　　FAX：0743-87-0124　　　Ｅｍａｉｌ：naramokkoukyoushitu@gmail.com

【申込時に必要な情報】希望日、午前or午後、代表者の氏名、作業者全員の学年、保護者の数、

住所、当日連絡のつく連絡先、過去の利用回数、車の台数

奈良県吉野郡野迫川村内
野迫川村流域河川

【TEL】0747-37-2101（野迫川村役場）

【FAX】0747-37-2107（野迫川村役場）

【HP】www.vill.nosegawa.nara.jp

野迫川村河川遊漁期間
【日　　　時】 4月14日（日）～8月31日（土）

【内　　　容】 野迫川村流域河川（川原樋川、中原川、池津川川）で魚釣りができます

【参加費用】 有料（日券2,500円、年券7,000円）

【申込時に必要な情報】 ー

（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）

【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

【申込先】TEL：0745-93-4400　FAX：0745-93-4400　Ｅｍａｉｌ：furusatogenkimura@kcn.jp　住所：〒633-0422 　宇陀市室生下田口1112
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田んぼの生きもの観察会　「田んぼソムリエになろう！２」
【日　　　時】 8月10日(土)10:00～12:30

【内　　　容】 「田んぼの生きもの調査｣で全国の学校でもおなじみ、林鷹央先生と一緒に、田んぼ

の生き物について学ぼう。楽しい歌も登場するよ！　

【申込期限】 先着順（7月5日（金）～8月6日（火））定員になり次第受付終了

【募集人数】 70人（保護者含む）

【募集条件】 小学生以上（小学生以下は保護者同伴）

【参加費用】 無料（別途入館料が必要（大人510円/学生410円/小人100円））

【申 込 先】 往復はがき：〒634-0024 橿原市南山町624　橿原市昆虫館

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

田んぼの水族館 in 橿原市昆虫館
【日　　　時】 7月17日(水)～9月16日（祝・月）9:30～17:00

【内　　　容】 ・田んぼや周辺の川にすむ生き物を水槽で展示。その場で皆さんの疑問にもお答え

します。

 ・田んぼの役割についてパネルで紹介します。　

【参加費用】 無料（別途入館料が必要（大人510円/学生410円/小人100円））

【申 込 先】 問合せ：電話：0744-24-7246（橿原市昆虫館）

【申込時に必要な情報】 ー

昆虫館特別展　空前のメダカブーム到来中！
「美しきメダカ展～光と影～」

無料

無料

昆虫観察会「夏の虫観察会」
【日　　　時】 7月20日（土）10:00～15:00

【内　　　容】 野外にて、夏に活動する昆虫や生き物を観察します。　

【申込期限】 抽選（7月11日（木）必着）

【募集人数】 50人

【募集条件】 小学生以上親子又は家族単位

【参加費用】 無料（別途入館料が必要（大人510円/学生410円/小人100円））

【申 込 先】 往復はがき：〒634-0024 橿原市南山町624　橿原市昆虫館

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

無料

無料

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/

【日　　　時】 7月17日（水）～9月16日（祝・月）9:30～17:00

【内　　　容】 近年ブームとなっているメダカは、様々な色や形のバリエーションがあります。ホーム

センターに行けば美麗なメダカが並び、その光景は目を奪われます。しかし、自然界で

はメダカは絶滅危惧種に指定されています。この特別展では、品種改良されたメダカ

を紹介すると同時に、自然界のメダカが置かれている現状等について解説します！　

【参加費用】 無料（別途入館料が必要（大人 510円/学生 410円/小人 100円）

【申 込 先】 問合せ：電話：0744-24-7246（橿原市昆虫館）

【申込時に必要な情報】 ー

夏休み自由研究相談会
【日　　　時】 8月18日（日）10:30～15:00

【内　　　容】 夏休みの宿題の自由研究のテーマとして昆虫・植物・岩石の質問や疑問にお答えし

ます。　

【募集条件】 入館者対象

【参加費用】 無料（別途入館料が必要（大人510円/学生410/小人100円））

【申 込 先】 問合せ：電話：0744-24-7246（橿原市昆虫館）

【申込時に必要な情報】 ー

昆虫観察会観察会「イネの花を観察しよう」

無料

無料

昆虫館特別展関連行事　「むしムシぜみな～る」（仮）
【日　　　時】 8月25日（日）13:00～15:00

【内　　　容】 特別展の関連行事として講師をお招きし、昆虫や生き物、自然や生物多様性などの

ゼミナールを開催する　

【申込期限】 抽選（8月15日（木）必着）　

【募集人数】 60人

【募集条件】 小学生以上親子又は家族単位

【参加費用】 無料（別途入館料が必要（大人510円/学生410円/小人100円））

【申 込 先】 往復はがき：〒634-0024 橿原市南山町624　橿原市昆虫館

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

無料

【日　　　時】 8月17日（土）10:00～15:00

【内　　　容】 実際に田んぼに出向き、田んぼで暮らしている昆虫や生き物を観察し、稲の花も観察

します。

【申込期限】 抽選（8月8日（水）必着）　

【募集人数】 30人

【募集条件】 小学生以上親子又は家族単位

【参加費用】 無料（別途入館料が必要（大人510円/学生410/小人100円））

【申 込 先】 往復はがき：〒634-0024 橿原市南山町624　橿原市昆虫館

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

第2回　もりのようちえん
【日　　　時】 7月7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17日（月）～27日（木）12:00）

【募集人数】 20組

【募集条件】 4歳児・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（200円）

【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、郵便番号、住所、ア

レルギーの有無、当日の来所手段

奈良県立野外活動センター 【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
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第2回　はやま四季とのふれあい
【日　　　時】 8月24日（土）11:00～25日（日）14:00

【内　　　容】 自然散策、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！親子や

グループ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（木）～9日（金） 12:00）

【募集人数】 10組（最大60人）

【募集条件】 家族・グループ

【参加費用】 有料（中学生以上：2900円、小学生以下：2400円、3歳以下：無料）

【申 込 先】 TEL：0743-82-0508　　FAX：0743-82-2026　　申込フォーム（HPをご覧ください）

【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、郵便番号、住所、アレ

ルギーの有無、当日の来所手段

第3回　ガーデンハウスinはやま～ナンと夏野菜カレー～
【日　　　時】 7月21日（日）10:30～15:00

【内　　　容】 自然の中で夏野菜たっぷりのカレーとナンを作り、親子やグループで協力しながら、

楽しい時間を過ごしましょう！　

【申込期限】 抽選（7月1日（月）～11日（木）12:00）

【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：1000円、小学生以下：800円、3歳以下：無料）

【申 込 先】 TEL：0743-82-0508　　FAX：0743-82-2026　　申込フォーム（HPをご覧ください）

【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、郵便番号、住所、アレ

ルギーの有無、当日の来所手段

【日　　　時】 7月24日（水）10:30～15:00

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

しよう！（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8日（月）～14日（日）12:00）

【募集人数】 100人

【募集条件】 小学生以上の親子（未就学児の同伴は不可）

【参加費用】 有料（500円）

【申 込 先】 TEL：0743-82-0508　　FAX：0743-82-2026　　申込フォーム（HPをご覧ください）

【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、郵便番号、住所、アレ

ルギーの有無、当日の来所手段

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

第2回　はやま森の学校
【日　　　時】 8月17日（土）11:00～20日（火）12:00

【内　　　容】 ドキドキわくわく自然体験！はやまの森で仲間と一緒に忘れられない思い出を作ろう！

【申込期限】 抽選（7月23日（火）～8月2日（金） 12:00）

【募集人数】 50人

【募集条件】 小学校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　　申込フォーム（HPをご覧ください）

【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、郵便番号、住所、アレ

ルギーの有無、当日の来所手段

自然観察とネイチャークラフト
【日　　　時】 8月25日（日）10:00～15:00

【内　　　容】 森の中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（木）～10日（土） 12:00）

【募集人数】 30人

【募集条件】 家族・グループ

【参加費用】 有料（500円　3歳以下は無料）

【申 込 先】 TEL：0743-82-0508　　FAX：0743-82-2026　　申込フォーム（HPをご覧ください）

【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、郵便番号、住所、アレ

ルギーの有無、当日の来所手段

宿泊

宿泊
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【日時】令和元年7月15日（祝・月）10：00 ～ 15：00

【会場】奈良県森林技術センター（高取町吉備1）

【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！

　　　　今年は、木工クラフトや、林業機械操作体験などの出展を行います。

【日時】令和元年7月15日（祝・月）

　　　　  10：00 ～ 15：00

【会場】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日無料開放！また、

　　　　　　　施設内で木工クラフトを

　　　　　　　実施します！

問

重要：今年は、会場が変更になっています。

【日時】令和元年 7 月 15 日（祝・月）

　　　　 午前の部　 9：00 ～（受付　8：30 ～）

　　　　 午後の部 12：30 ～（受付 12：00 ～）

【会場】川上村（中奥川枌尾付近）

【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】 令和元年6月28日（金）必着 

下記の必要項目を記載して、次の宛先まではがきまたは、奈良県

農業水産振興課ホームページ下部にあるお問い合わせフォームの

いずれかでお申し込みください。（応募者多数の場合は抽選とな

り、初参加の方を優先させていただきます。）

（必要事項） 【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、アユ釣り経験年数、希望の部（午

前の部、午後の部、どちらでも）

（宛先） 奈良県農林部農業水産振興課総務・水産振興係

〒630－8501 奈良市登大路町 30

（問い合わせ先） TEL：0742-27-7409

【内容】

漁協のベテランアユ釣り師が、

アユの友釣りを実際に釣りを

しながら教えます。

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係内）

TEL：0742-27-7612
FAX：0742-22-1228


