
森の紙芝居 

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 雨天時 雨天決行 

日程 
【10 月】    【11 月】    【12 月】 

9 日(日)・10 日(月祝)   6 日(日)・20 日(日)    11 日(日) 

  30 日(日)    23 日(水祝)    25 日(日) 

時間 それぞれ 10 時～14 時に開催しています。お好きな時間にお越しください（予約不要） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

イベントの申し込み方法 
・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） 

・申込期間は、開催月の前月の１日から開催日の 1 週間前の正午までです。期日前に申し込まれるとお断り 

する場合があります。 

・先着ではありません。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」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）」、「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。 

※行事名に希望日時の記入がない場合、「どの日時でも参加できる」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、 

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（希望日時）・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、小学生以下は保護者同伴です。屋外で活動する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。 

・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。 

・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当日の 8 時 30 分

までにホームページにてご連絡いたします。 

お願い 
・物作り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。また、感染症対策のため、同伴される方は 

1 名程度でお願いします。 

・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。 

・当日の活動写真を広報に使用することがあります。不都合のある方は、お申し出ください。 

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 

TEL：079-269-1260 FAX：079-269-1270 

H P：https://www.h-shizenkansatsu.jp/ 
 

 

  

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 

 

秋になり過ごしやすくなりました。今回は、10 月～12 月に見られる 

森の様子を紹介します。紅葉や冬じたくをする生きものなど、森の衣がえを

見られる美しい時期です。ぜひ、あそびに来てくださいね。 

 

リンドウ 紅葉したイロハモミジ メジロ 

コノシメトンボ コゲラ（キツツキ） エナガ 

キセルアザミとツマグロヒョウモン ヤマラッキョウ ノジギク 
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10 月バードウォッチング入門 

双眼鏡や図かんの使い方を練習して、野鳥観察を 

してみましょう。双眼鏡の貸し出しもあります。 

（必ず希望月を明記してください。） 

日時 10 月 1 日（土） 9：50～12：00 

対象 小学生以上 定員 12 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 小雨決行 
 

10 月絵本をよんで親子であそぼ 

季節に合わせた色々な絵本の読み聞かせと 

しぜんあそびをします。 

（必ず希望月を明記してください。） 

日時 10 月 2 日（日） 10：00～12：00 

対象 3 歳～未就学児 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 雨天時室内 
 

森をまるごと楽しもう 

森の恵みを感じながら、ゆっくりと森を歩きます。

草木茶やオカリナ演奏で心も身体もリフレッシュ。 

日時 11 月 3 日（木祝） 10：00～12：00 

対象 大人のみ 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 雨天中止 
 

11 月バードウォッチング入門 

双眼鏡や図かんの使い方を練習して、野鳥観察を 

してみましょう。双眼鏡の貸し出しもあります。 

（必ず希望月を明記してください。） 

日時 11 月 5 日（土） 9：50～12：00 

対象 小学生以上 定員 12 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 小雨決行 
 

12 月バードウォッチング入門 

双眼鏡や図かんの使い方を練習して、野鳥観察を 

してみましょう。双眼鏡の貸し出しもあります。 

（必ず希望月を明記してください。） 

日時 12 月 3 日（土） 9：50～12：00 

対象 小学生以上 定員 12 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 小雨決行 
 

12 月絵本をよんで親子であそぼ 

季節に合わせた色々な絵本の読み聞かせと 

しぜんあそびをします。 

（必ず希望月を明記してください。） 

日時 12 月 4 日（日） 10：00～12：00 

対象 3 歳～未就学児 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 雨天時室内 
 

ナチュラルクラフトを楽しむ会 

手作り初めてさんのクラフト会です。身近な自然 

素材を使ってガーランドや雑貨を作りましょう。 

（必ず希望月を明記してください。） 

日時 10 月 6 日（木） 10：00～12：00 

対象 大人のみ 定員 10 人 

参加費 ひとり500 円 雨天時 雨天決行 
 

10 月森のフシギさがし 

森にはフシギがいっぱい。虫めがねをもって 

たんけんしてみましょう。 

（必ず希望月を明記してください。） 

日時 10 月 9 日（日） 10：00～12：00 

対象 4 歳以上 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 小雨決行 
 

土曜苔テラリウム教室 

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。 

（必ず希望日を明記してください。） 

日時 11 月 5 日（土） 13：30～15：00 

対象 小学生以上 定員 15 人 

参加費 ひとり1,500 円 雨天時 雨天決行 
 

11 月絵本をよんで親子であそぼ 

季節に合わせた色々な絵本の読み聞かせと 

しぜんあそびをします。 

（必ず希望月を明記してください。） 

日時 11 月 6 日（日） 10：00～12：00 

対象 3 歳～未就学児 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 雨天時室内 
 

ナチュラルクラフトを楽しむ会 

手作り初めてさんのクラフト会です。身近な自然 

素材を使って大人可愛いクリスマスのオーナメント

を作りましょう。 

（必ず希望月を明記してください。） 

日時 12 月 8 日（木） 10：00～12：00 

対象 大人のみ 定員 10 人 

参加費 ひとり800 円 雨天時 雨天決行 
 

竹あかりを作ろう 

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。 

日時 12 月 11 日（日） 10：00～12：00 

対象 小学 3 年生以上 定員 10 人 

参加費 ひとり1,500 円 雨天時 雨天決行 
 

日曜ハーバリウム教室 

ガラス瓶にドライフラワーや飾りを入れてオイルを

注ぐと、透明感あふれるインテリアの完成です。 

（必ず希望日時を明記してください。） 

日時 
10 月 9 日（日）午前の部 10：00～11：30 

午後の部 13：30～15：00 

対象 小学生以上 定員 各回15 人 

参加費 ひとり1,500 円 雨天時 雨天決行 
 

月曜ハーバリウム教室 

ガラス瓶にドライフラワーや飾りを入れてオイルを

注ぐと、透明感あふれるインテリアの完成です。 

（必ず希望日時を明記してください。） 

日時 
10 月 10 日（月祝）午前の部 10：00～11：30 

午後の部 13：30～15：00 

対象 小学生以上 定員 各回15 人 

参加費 ひとり1,500 円 雨天時 雨天決行 
 

日曜苔テラリウム教室 

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。 

（必ず希望日を明記してください。） 

日時 11 月６日（日） 13：30～15：00 

対象 小学生以上 定員 15 人 

参加費 ひとり1,500 円 雨天時 雨天決行 
 

11 月森のフシギさがし 

森にはフシギがいっぱい。ドングリころころ、 

たくさん見つかるかな？たんけんして見つけよう 

（必ず希望月を明記してください。） 

日時 11 月 13 日（日） 10：00～12：00 

対象 4 歳以上 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 小雨決行 
 

12 月森のフシギさがし 

森にはフシギがいっぱい。冬になった森で、 

どんなはっけんができるかな？ 

（必ず希望月を明記してください。） 

日時 12 月 11 日（日） 10：00～12：00 

対象 4 歳以上 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 小雨決行 
 

12 月ぶらりウォーキング 

森林浴で心も体もリフレッシュ。師走の森を 

ゆったりとガイドと一緒に歩きましょう。 

季節の見どころもたくさん紹介します。 

（必ず希望月を明記してください。） 

日時 12 月 15 日（木） 10：00～12：00 

対象 大人（3 ㎞程度歩行可能な方） 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 小雨決行 
 

森の恵みでアート 

森の木の枝や葉っぱ、実など自然の素材を使って 

素敵な作品を作りましょう。 

日時 10 月 15 日（土） 10：00～12：00 

対象 小学生以上 定員 15 人 

参加費 ひとり500 円 雨天時 雨天決行 
 

10 月ぶらりウォーキング 

森林浴で心も体もリフレッシュ。実りの秋を迎えた

森をガイドと一緒に歩きましょう。 

季節の見どころもたくさん紹介します。 

（必ず希望月を明記してください。） 

日時 10 月 20 日（木） 10：00～12：00 

対象 大人（3 ㎞程度歩行可能な方） 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 小雨決行 
 

11 月ぶらりウォーキング 

森林浴で心も体もリフレッシュ。美しく紅葉 

する森をガイドと一緒に歩きましょう。 

季節の見どころもたくさん紹介します。 

（必ず希望月を明記してください。） 

日時 11 月 17 日（木） 10：00～12：00 

対象 大人（3 ㎞程度歩行可能な方） 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 小雨決行 
 

自然の中であそび隊 

自然の中であそびましょう。あそびの中から新しい

発見があるかも。 

日時 11 月 23 日（水祝） 10：00～12：00 

対象 4 歳以上 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 雨天時室内 
 

土曜ミニ門松作り 

竹材を使って、世界に一つしかないミニ門松を 

作ってみましょう。 

お正月の準備はこれでバッチリ！！ 

（必ず希望日を明記してください。） 

日時 12 月 17 日（土） 10：00～12：00 

対象 小学生以上 定員 15 人 

参加費 ひとり1,500 円 雨天時 雨天決行 
 

日曜ミニ門松作り 

竹材を使って、世界に一つしかないミニ門松を 

作ってみましょう。 

お正月の準備はこれでバッチリ！！ 

（必ず希望日を明記してください。） 

日時 12 月 18 日（日） 10：00～12：00 

対象 小学生以上 定員 15 人 

参加費 ひとり1,500 円 雨天時 雨天決行 
 

土曜クラフト教室 木のカレンダー編 

木材を加工して、サイコロ型の日めくり置き型 

カレンダーを作ろう。 

（必ず希望日を明記してください。） 

日時 10 月 22 日（土） 10：00～12：00 

対象 小学生以上 定員 10 人 

参加費 ひとり1,500 円 雨天時 雨天決行 
 

日曜クラフト教室 木のカレンダー編 

木材を加工して、サイコロ型の日めくり置き型 

カレンダーを作ろう。 

（必ず希望日を明記してください。） 

日時 10 月 23 日（日） 10：00～12：00 

対象 小学生以上 定員 10 人 

参加費 ひとり1,500 円 雨天時 雨天決行 
 

クリスマスのリースをつくろう 

落ち葉や木の実を使って、オリジナルのクリスマス

リースを作りましょう。 

日時 11 月 27 日（日） 10：00～12：00 

対象 小学生以上 定員 20 人 

参加費 ひとり500 円 雨天時 雨天決行 
 

 

 
ボタニカルキャンドルをつくろう 

ドライフラワーを使って見た目もかわいい 

手作りキャンドルをつくりましょう。 

日時 12 月 24 日（土） 10：00～12：30 

対象 小学 3 年生以上 定員 15 人 

参加費 ひとり2,000 円 雨天時 雨天決行 
 

メリークリスマス！みんなであそぼ  

森のクリスマス会だよ！！サンタさんからのプレゼ

ントを使って、工作やゲームをしてあそびましょう。 

日時 12 月 25 日（日） 10：00～12：00 

対象 2 歳以上 定員 20 人 

参加費 ひとり300 円 雨天時 小雨決行 
 

ロープで木登り体験(ツリーイング) 

ロープを使って木登りにチャレンジ！ 

木の上から見える秋の景色を楽しんでみよう。 

（必ず希望時間を明記してください。） 

日時 
10 月 29 日（土） 11：00～／12：45～ 

／14：00～／15：15～ 

対象 6 歳以上 定員 各回6 人 

参加費 ひとり2,500 円 雨天時 雨天中止 
 

 

        

 

※申込期間は、9 月 1 日から開催日の 1 週間前の正午まで。 

 

※申込期間は、10 月 1 日から開催日の 1 週間前の正午まで。 ※申込期間は、11 月 1 日から開催日の 1 週間前の正午まで。 


