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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、活動内容をご理解いただきます。

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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※各イベントは、入園料・駐車料金が別途必要となります。

aaaaattttttNNNaNaNaNaNaNa uuurararalllluuuu
EEEEEEE loEcolloEcol gicalloggicallog
rdGGar enennnnnde

SSSa kianukSSSSSaa kianukii
WoWoWoWo dddddsssssoooooodododododod

イベントご案内

12月12日（土）
1月9日（土）
2月13日（土）
13:00～14:30
定員 各日20名

定員10名

参加料100円/人

野生の生きものを

楽しく学ぼう！

やせい い

たの まな

1月24日（日）
10:00～12:00

鳥を見つけやすいこの

季節に森へ出かけよう。

とり み

きせつ でもり

2月11日（木祝）
13:00～15:00
定員20名

定員15名

12月5日（土）16:00～18:00

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

定員15名

冬の田んぼに棲んでい

る生きものを探そう。 
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い さが

12月12日（土）
10:00～12:30
定員20名 参加料200円/人

親子で斧を使った薪割り

体験と焼き芋作りに挑戦！

おやこ おの つか まきわ

たいけん や いもづく ちょうせん

2月14日（日）
10:00～12:30
定員20名

参加料200円/人

親子で野鳥観察とシイタケ

の菌打ち体験をしよう！

おやこ やちょうかんさつ

たいけんきんう

平日 11:00～
うさぎさんにエサをあげてみよう！

12月13日（日）
12月26日（土）
1月10日（日）
2月21日（日）
10:30～13:00
定員 各日4組 参加料200円/玉

定員 各回25名 参加料100円/作品

参加料200円/人

自分でうどんを作り、味わおう！
じぶん あじつく

12月5日（土）
1月31日（日）
2月23日（火祝）
10:00～12:00
13:00～15:30

貯金箱、竹トンボなど竹を使って作ってみよう！
たけ つかたけちょきんばこ つく

1月2日（土） 13:00～

自然生態園やさぬきの森に

ちなんだかるたを楽しもう！

しぜんせいたいえん

たの

もり

定員 各回20名
参加料300円/作品

12月20日（日）
10:00～12:00
13:00～15:00

自然の素材を使って自然の素材を使って

お正月飾りをつくろう。お正月飾りをつくろう。

しぜん そざい つか

しょうがつかざ

12月19日（土）
13:00～15:00

干支にちなんだ羽子板を

作ります！

えと はごいた

つく

2月7日（日） 10:00～12:00
定員20名

みんなで落ち葉を集めて、

ホクホクの焼き芋を食べよう！
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ば あつお

…当日 現地までお越しください。現地にて受付いたします。　※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

ガイドウォーク
いっしょ たの さんさくしぜん せいたいえん

インタープリターと一緒に楽しく自然生態園を散策しよう！

※但し、年末年始、1月2・3日を除く。

自然生態園
もり

12月27日（日）、1月23日（土）、2月21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普段公開していないエリアもご案内します！
ふだん こうかい あんない

ガイドウォークさぬきの森
し ぜん せい たい えん

Guide
Program

参加料100円/人

参加料無料

参加料無料

定員 各日5名 参加料無料

参加料無料

2月20日（土） 13:00～15:00
定員20名

おもしろい形をした冬芽を
さがそう！

かたち ふゆめ

参加料無料

2月23日（火祝） 10:00～12:00
定員5組

この時期に産卵するカエルの卵塊数を調査します！
じき さんらん らんかいすう ちょうさ

参加料無料

定員 各回3組 参加料300円/袋

2月6日（土）
10:00～、11:00～
13:00～、14:00～

大豆をひいてきな粉を作り、

きなこ飴にします。

だいず

あめ

こ つく

参加料600円/作品定員10名

1月14日（木） 13:00～15:30
牛乳パックを利用して丈夫な椅子をつくります。

ぎゅうにゅう じょうぶ いすりよう

参加料600円/作品定員10名

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

自然の素材を使って

お正月飾りをつくろう。

土曜・日曜・祝日、10:30～12:00、13:30～15:00

0877-79-1807
〒766-0023　香川県仲多度郡まんのう町吉野4243-12
各種イベントの事前ご予約はこちらまで↓

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

Facebookはこちらから↓

自然生態園

202011  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 バード・ウォッチングさとやましぜんかんさつかい

ムササビ観察会
かんさつかい

田んぼの生きもの探検隊（冬編）
た い たんけんたい ふゆへん

冬芽の観察会
かんさつかいふゆ め

かえるの卵の数を調べよう
たまご かず しら

ヒノキの薪割り体験＆焼き芋づくり
それゆけ! きこり探検隊

まきわ や いもたいけん

たんけんたい

冬の野鳥観察＆シイタケ管理
やちょう かんさつ かんりふゆ

うさぎのもぐもぐタイム

し ぜん せい たいえん たい かい

自然生態園かるた大会

里山生活体験うどんをつくろう

里山伝承体験 竹細工をしよう

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。
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石うすできな粉飴をつくろう
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ネイチャークラフト

お正月飾りをつくろう
しょうがつ かざ

おばあちゃんの古里教室

飾り羽子板をつくろう

ふるさときょうしつ

かざ は ご いた

牛乳パックで椅子をつくろう
ぎゅうにゅう い　  す

さとやませいかつたいけん
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