
               ４月～９月　(イベント)-１

             １０月～３月　(イベント)-２

開催月日 イベント名 募集(名)
参加費

(円)
内　　　容

申込み
開始日

　４月　５日（日） 森の「さくら祭り」
フリーマーケット

２０人
(区画）

フリーマーケット

１０００円
(区画）

地元野菜の直売やフリーマーケットの出店及び
模擬店の開催

3月1日

　４月１９日（日）
親子自然ウォッチング

（森で探検） １５名  ２００円
「春をさがそう」
森の中の生き物で春に出てくるものはなーんだ

3月1日

　４月２５日（土） バードウォッチング １５名  ２００円 県民の森及び周辺に生息する野鳥の観察 3月1日

　５月　８日（金） お茶の手作り １５名 １０００円
県民の森に隣接する農家のお茶の木で
茶摘みからお茶ができるまでを体験

4月1日

　５月１７日（日）
親子自然ウォッチング

（森で探検） １５名
無　料

（県民の日
賛同行事）

「オトシブミを探してみよう！」
小さな虫が葉っぱでお家を作っているよ

4月1日

　５月２４日（日） 森のいやし体験 １５名
無　料

（県民の日
賛同行事）

県民の森セラピーコースを散策しながら、
森林の癒しを体験します

4月1日

　６月１４日（日） 森のアトリエ ２０名 １５００円
◆震災などいざという時に備え
（身の回りにある食品を使ってサバイバルキッチン）
◆身近なもので手作り－安心マスク

5月1日

　６月２１日（日）
親子自然ウォッチング

（森で探検） １５名   ２００円
「アリのはたらき」　アリは自分の食べ物を運ぶだけでな
く、植物の種を運んだりえさになったりするよ

5月1日

　６月２８日（日） 親子農業体験-1 ２０名   ６００円
県民の森に隣接する農家の畑で農業体験
「ジャガイモの収穫」

5月1日

７月１日（水）～
　７月７日(火）

七　夕 期間中受付 無  料
事務所に設置する笹に短冊を結んで
願い事を託しましょう！

７月１日
～７日

　７月１９日（日）
親子自然ウォッチング

（森で探検） １５名   ２００円
「むし達のお食事拝見」　夏休み自由研究ヒント編
チョウは何を食べている？お食事をのぞいて見よう

6月1日

　７月２６日（日） 森のアトリエ ２０名 １５００円
◆薪火の森カフェごはん　ｖｏｌ．１
（涼しく食べようスタミナいっぱい夏ごはん）
◆葉っぱ模様の写真立てづくり

6月1日

　８月１６日（日）
親子自然ウォッチング

（森で探検） １５名   ２００円
「森の中はなぜすずしい？」
日なた、日かげ、森の中で温度が違うのはなぜだろう

7月1日

　８月２３日（日） 森のアトリエ ２０名 １５００円
◆薪火の森カフェごはん　ｖｏｌ．２
（夏バテ解消  肉を使った塩がま料理）
◆木こりさんの鍋敷き

7月1日

　９月１３日（日） 森の「秋祭り」
フリーマーケット

２０人
(区画）

フリーマーケット

１０００円
(区画）

地元野菜の直売やフリーマーケットの出店及び
模擬店の開催

8月1日

　９月２０日（日）
親子自然ウォッチング

（森で探検） １５名   ２００円
「セミの抜けがらを探してみよう！」　森の中にいるセミ
はお家のそばで鳴くセミと同じか確かめてみよう

8月1日

　９月２７日（日） 親子農業体験-2 ２０名   ６００円
県民の森に隣接する農家の畑で農業体験
「落花生の収穫」

8月1日

通　年 森のギャラリー 期間中受付 無  料
風景・鳥・植物・木々などのテーマは自由に
季節が感じられる写真や絵画を展示しては！

随　時

通　年 木工クラフトづくり 期間中受付   １００円 間伐材を利用したコースターなどのクラフト作り 随　時

平成２７年度
　千葉県立船橋県民の森（イベント）－１

皆様の参加をお待ちしております



            ４月～９月　(イベント)-１

          １０月～３月　(イベント)-２

開催月日 イベント名 募集(名)
参加費

(円)
内　　　容

申込み
開始日

１０月１１日(日) 森のアトリエ ２０名 １５００円
◆薪火の森カフェごはん　ｖｏｌ．３
（簡単燻製お手軽フレンチ）
◆木製万年カレンダー

9月1日

１０月１８日(日)
親子自然ウォッチング

（森で探検） １５名 ２００円
「これは何の実？」
なんの木のドングリかあててみよう

9月1日

１０月２５日(日) 親子農業体験-3 ２０名   ６００円
県民の森に隣接する農家の畑で農業体験
「サツマイモの収穫」

9月1日

１１月　１日(日) リース作り １５名   ８００円 木の実などを使った森のリース作り 10月1日

１１月１５日(日)
親子自然ウォッチング

（森で探検） １５名   ２００円
「秋の森にいる虫をさがそう！」
どんな虫が見つかるかな！！

10月1日

１１月２２日(日) 森のアトリエ ２０名 １５００円
◆薪火の森カフェごはん　ｖｏｌ．４
（心やすらぐ森のクリスマス）
◆天然木のピラミッドツリー

10月1日

１１月２９日(日) 森のガーデニング １５名 １０００円 ｢楽しい花づくり｣にチャレンジしましょう！ 10月1日

１２月１２日(土) バードウォッチング １５名   ２００円 県民の森及び周辺に生息する野鳥の観察 11月1日

１２月１５日(火)
羊毛フエルト
ワークショップ

１０名 １０００円
羊毛のオーナメントでクリスマスを彩ろう
(羊毛を針で刺してオーナメントボールを作ります)

11月1日

１２月２０日(日)
親子自然ウォッチング

（森で探検） １５名   ２００円
「さわって遊ぼう。ベタベタ、トゲトゲ」　森の中で丸いも
のや、ねばねば、とげとげしたものを探すよ

11月1日

１２月２３日(水) 門松づくり ２０名 ２５００円
新しい年を迎える飾り付けに！
竹・松などを使って門松を作ります

11月1日

　１月１７日(日)
親子自然ウォッチング

（森で探検） １５名   ２００円
「冬の森にいる虫をさがそう！」
寒さにまけずがんばっているかな！！

12月1日

　１月３０日(土) 森の林業体験 １５名   ８００円
森を守る間伐作業の林業体験
（間伐した木を使ってクラフト作り）

12月1日

　１月３１日(日) 森のアトリエ ２０名 １５００円
◆薪火の森カフェごはん　ｖｏｌ．５
（冷え知らずのあったかスープごはん）
◆森のメモボード

12月1日

　２月　７日(日) バレンタインチョコ作り １５名   ８００円 バレンタインデーのロックチョコを作りましょう♥ 1月1日

　２月１４日(日)
羊毛フエルト
ワークショップ

10名 １０００円
葉の形のコースター
（羊毛を針で刺してコースターに仕上げます）

1月1日

　２月２１日(日)
親子自然ウォッチング

（森で探検） １５名   ２００円
「冬は楽しいミノムシかんさつ」
ミノムシの正体は何だろう

1月1日

　２月２８日(日) 椎茸ホダ木作り ４０名 １２００円
椎茸の管理・栽培方法などの説明および
原木に椎茸の種駒を打つホダ木作り体験

1月1日

　３月２０日(日)
親子自然ウォッチング

（森で探検） １５名   ２００円
「春の虫をさがしてみよう」
春はやくに出てくる虫たちを探検してみよう

2月1日

　３月２７日(日)
森の

ネイチャーゲーム
１５名   ２００円

県民の森には自然の宝物がいっぱい！
森の中を歩いてみましょう。

2月1日

通　年 森のギャラリー 期間中受付 無  料
風景・鳥・植物・木々などのテーマは自由に
季節が感じられる写真や絵画を展示しては！

随　時

通　年 木工クラフトづくり 期間中受付   １００円 間伐材を利用したコースターなどのクラフト作り 随　時

　　　　　　　　　   お問合せ・お申込み
　　　　　　　　　　　　　　千葉県立船橋県民の森管理事務所
　　　　　　　　　　　　　　〒２７４－００８２　船橋市大神保町５８６－２
　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０４７－４５７－４０９４　FAX：０４７－４５７－３４４５
　　　　　　　　　　　　　　ホームページURL：http://www.funabashi-mori.jp

平成２７年度
　千葉県立船橋県民の森（イベント）－２

天候等により中止及び日程を変更させて頂くこともありますのでご了承下さい


