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目的　インタープリター活動に興味がある方に、気軽に活動を体験し、活動内容を知っていただきます。

募集　通年随時受付　　対象　高校生以上の方

あなたも自然を伝える活動に参加しませんか！
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インタープリターは、一般的に（通訳）と表現

されていますが、国営讃岐まんのう公園では

園内の自然や歴史・文化を知識のみではなく、

その背景にあるメッセージを含めてわかりやす

く伝える人をインタープリターと呼んでいます。

いっぱんてき つうやく ひょうげん

こうえんこくえい さぬ き

インターンシップにて、自然に対する興味を深めていただき、インタープリターボランティアとして活動を希望する方は、「養成講習会」への参加となります。

インタープリターとは
「自然案内人（しぜんあんないにん）」です

Information

…当日 現地までお越しください。現地にて受付いたします。 …事前にお電話でご予約お申し込みください。
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さぬきの森の日
自然生態園　さぬきの森
しぜんせいたいえん もり

※各イベントは、入園料・駐車料金が別途必要となります。
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イベントご案内

9月12日（土）、10月10日（土）
11月14日（土） 13:00～14:30
定員 各日20名 参加料100円/人

9月は「温暖化」、10月は「鳥」をテーマに楽しく学びます。
がつ おんだんか がつ とり たの まな

10月4日（日） 13:00～15:00
多くの種類のトンボを捕まえて観察し放します。
おお しゅるい つか かんさつ はな

11月22日（日）
16:00～18:00 定員20名

定員20名

9月22日（火祝） 13:00～15:00
秋に顔を出すかわいいきのこを観察しよう。
あき かお だ かんさつ

定員20名

夜の哺乳類観察、ムササビに

会いに行こう。

よる ほにゅうるいかんさつ

あ い

9月20日（日）、21日（月祝）
10:30～12:00、13:30～15:00

参加料100円/人

親子で森の散策とハンモック体験でリフレッシュ!
おやこ もり さんさく たいけん

9月13日（日）13:30～15:30
定員20名 参加料100円/人

親子で秋の鳴く虫の観察をしたり、

クイズを解きながら森を探検します。
と もり たんけん

おやこ あき な むし かんさつ

10月3日（土） 10:00～13:00
定員20名 参加料200円/人

参加料 イベントごとによる

親子で秋の植物観察とアカマツの枝打ちを体験!
おやこ あき しょくぶつかんさつ えだう たいけん

11月23日（月祝） 10:30～

園内で収穫した古代米を使っ

た餅つき体験等を行います。

えんない しゅうかく こだいまい つか

おこなもち たいけんなど

9月6日（日）、9月27日（日）
10月11日（日）、10月24日（土）、11月15日（日）
10:30～13:00 定員 各日4組 参加料200円/玉

定員 各回25名
定員 各回10名

11月22日（日）
10:00～11:30
12:30～14:00
14:30～16:00

参加費1,000円/人 参加対象小学生以上

ロープを使って木に登り、

木と友だちになろう！

つか き のぼ
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定員 各回8名

参加料100円/作品

参加料300円/人

自分でうどんを作り、味わおう!
じぶん あじつく

9月22日（火祝）、10月18日（日）
11月6日（土） 10:00～12:00、13:00～15:30

竹を使って、「竹とんぼ」や

「貯金箱」を作ってみよう！

たけ つか たけ

つくちょきんばこ

10月11日（日） 10:30～12:00

11月1日（日）
10:00～15:00

「森で遊ぶ」ことをテー

マに、様々なイベントを

実施します。

・丸太切り体験

・森の工作

・きこり体験　・自然観察会　など

もり あそ

さまざま

じっし

ぎまるた

もり こうさく

たいけん しぜんかんさつかい

たいけん

10月25日（日）
10:00～15:00

竹細工作り、かがり手まり作り、薪割り等の体

験や昔ながらの手作り作品の展示、販売を行う

「里の縁側市」を

開催します。

たけざいくづく

むかしけん おこな

さと えんがわいち

かいさい

てづく さくひん てんじ はんばい

て づく まきわ たいなど

定員 各回20名
参加料100円/作品11月23日（月祝）

10:00～12:00、13:00～15:00

いろいろな葉っぱを使ってオリ

ジナル作品をつくろう！

は

さくひん

つか

定員10組

古代米の収穫を体験しよう！
こだいまい しゅうかく たいけん

11月21日（土） 10:00～15:00
定員10名

参加料100円/人定員30名 10月1日より事前電話予約

11月3日（火祝） 10:30～12:00

昔ながらの脱穀機を体験しよう！
むかし だっこくき たいけん

定員20名

甘いほし柿を自分で作ってみよう！
あま じぶん つくがき

参加料600円/作品
9月5日（土）、10月31日（土）、11月3日（火祝）
10:00～12:00 定員5組

綿打ち、糸紡ぎ体験をして

コースターを作ろう！

わたう いとつむ たいけん

つく

…当日 現地までお越しください。現地にて受付いたします。 …事前にお電話でご予約お申し込みください。※各イベントは、入園料・駐車料金が別途必要となります。

定員 各回10名

定員15名

ガイドウォーク
いっしょ たの さんさく

インタープリターと一緒に楽しく散策しよう！

※平日は、団体でのご利用を
　事前申込で行っています。

土日祝、10:30～12:00、13:30～15:00

10月18日（日）10:30～12:00

自然生態園
もり

9月27日（日）、10月11日（日）
10月24日（土）、11月22日（日）
10:30～12:00、13:30～15:00 定員 各回10名

インタープリターが日ごろ入れないエリアもご案内します！
ひ はい あんない

ガイドウォークさぬきの森

まんのう公園の秘密や
悠久の歴史を巡るガイドウォーク

定員15名11月3日（火祝）10:30～12:00

まんのうPark＆Ride
～巡回バスに乗って楽しむガイドウォーク～

10月4日（日）、11月15日（日） 10:30～12:00
13:30～15:00 定員 各回30名集合場所 満濃池展望遊歩道 希望の橋

インタープリターが満濃池や空海の解説をします。
まんのういけ かいせつくうかい

ガイドウォーク
ぼう ゆう ほ どうまん のう いけ てん

満濃池展望遊歩道

10月18日（日） 10:00～15:00
定員10名 締切10月16日（金）

インタープリターが満濃池のすぐ近くまで

ご案内します！（お弁当をお持ちください）

まんのういけ ちか

あんない べんとう も

ガイドウォーク湖畔の森
もりこ はん

し ぜん せい たい えんGuide
Program

参加料100円/人

参加料100円/人

参加料100円/人

参加料300円/作品
9月20日（日）
10:00～15:00 定員15名

園内の植物（ヒマワリ）を使って染め

たオリジナルハンカチを作ろう！

しょくぶつえんない つか そ

つく

参加料100円/作品
　　　　　11月7日（日） 10:00～12:00
13:00～15:00 定員 各回5名

わらを使って昔ながらの草履

を作ろう！

つか むかし

つく

ぞうり

参加料2,700円/組
11月12日（木） 13:00～15:00
手作りで味噌を作ります。
てづく つくみそ 新型コロナウイルス感染防止のため、ご理解ご協力をお願いします。

◎体調不良の場合には、来園をお控えください。
◎マスクの着用をお願いいたします。

◎手洗い・手指の消毒をお願いいたします。
◎人と人との間隔を空けてご利用ください。

参加
無料

0877-79-1807
〒766-0023　香川県仲多度郡まんのう町吉野4243-12

FAX：0877-79-1704　 ホームページ：https://sanukimannopark.jp/

各種イベントの
事前ご予約はこちらまで

自然生態園

202008  10,000

さぬきの森の会 会 員 募 集
国営讃岐まんのう公園さぬきの森で、森づくりや森林
体験イベントなどの活動を行う「さぬきの森の会」の
会員を募集中です。興味のある方、詳しい内容を知り
たい方は、是非、自然生態園までご連絡ください。
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プロジェクト・ワイルド 自然発見塾
じゅくし ぜん はっ けん

里山自然観察会 トンボの不思議さとやましぜんかんさつかい ふ　し　ぎ

里山俱楽部 秋のきのこ観察会さとやま く ら ぶ
かんさつかいあき

ムササビ観察会
かんさつかい

森でリフレッシュ ハンモック体験
たいけんもり

ツリークライミング体験会
たいけんかい

森の探検隊

秋の森の観察とアカマツの枝打ち体験

たんけんたいもり

それゆけ! きこり探検隊
もり かんさつ えだう たいけん

たんけんたい

あき

自然生態園 収穫祭
し ぜん せい たいえん しゅうかく さい

里の手しごとフェス2020
さと て

里山伝承体験
うどんをつくろう

里山伝承体験 竹細工をしよう

古代米をつくろう
稲刈り

動植物体験プログラム
どうしょくぶつたい けん

手作り体験プログラム
て づく たい けん

森の体験プログラム
もり たい けん

その他プログラム
た

このかわら版は、「まんのう公園インタープリター・ボランティアの会」、「国営讃岐まんのう公園さぬきの森の会」の皆様のご協力を頂いております。

Event

9 10 11月秋

こ だい まい
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さぬきの味・白味噌づくりに挑戦！
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