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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く講座です。

募集　2021年5月上旬まで受付　　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

年間を通じての養成講座にて、自然に対する興味を深めると同時に、インタープリターボランティアとして活動するための知識・技術を学びます。

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。
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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！

自然生態園

もり

3月27日（土）、4月11日（日）、
5月5日（水祝）、5月23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
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Guide
Program

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

土曜日、日曜日、祝日  10:30～12:00、13:30～15:00

定員 各回20名

ガイドウォーク
まんのういけ くうかい かいせつ

インタープリターが満濃池や空海の解説をします！

満濃池展望遊歩道

もりはんこ

4月4日（日）、5月16日（日） 10:00～15:00

定員 各回10名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

まん のう いけ てん ぼう ゆう ほ どう

3月20日（土）、4月25日（日）
10:30～12:00、13:30～15:00

集合場所 満濃池展望遊歩道 希望の橋

締切 開催日前の金曜日まで

…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。

3月13日（土）
4月10日（土）
5月8日（土）
13:00～14:30

5月2日（日） 13:00～15:00

参加料 無料

3月19日（金）～3月21日（日）
10:00～16:00

定員20名参加料100円/作品

定員 4組

定員 各回10名

定員 各回20名

定員 各日20名

定員 各日4組

定員 各日5組

定員 各回4組

参加料100円/人

参加料100円/人

プロジェクト・ワイルド

3月27日（土）、4月18日（日）
10:00～12:00、13:00～15:00

じゅく

野生の生きものを楽しく学ぼう！
やせい い たの まな自然発見塾
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里山自然観察会

カエルとメダカをじっくりと

観察しよう！

里山伝承体験
さとやまでんしょうたいけん

わらを使って昔ながらの

草履をつくろう！

つか むかし

ぞうり

参加料200円/玉

5月5日（水祝） 10:00～12:00、13:00～15:00
参加料100円/作品

ネイチャークラフト

タネと小枝のタネと小枝の
ブローチブローチ
タネと小枝の
ブローチ
いろいろなタネを組み

合わせてオリジナルの

ブローチをつくろう。

く
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5月30日（日） 10:00～12:00

綿から糸をつくろう
綿を紡いで糸作りの体験をします。
わた つむ いとづく

わた いと

里の手しごと作品展示
創作和紙人形やかがり手まりの作品展示！
（場所：ビジターセンター）
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3月25日（木）～4月5日（月） 参加料無料

遊びの楽校
竹馬、竹トンボ、羽根つきなど

懐かしい昔遊びが楽しめます！

あそ がっこう

平日 11:00～

参加料無料

うさぎのもぐもぐタイム
うさぎさんにエサをあげてみよう！

里山生活体験

うどんをつくろう
自分で粉からこねてうどんを

作り、味わおう！
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定員20名

定員50名

参加料700円/人定員5名

4月24日（土）
13:00～15:00

やそう はな はる かん

タンポポ・スミレ観察会
スミレやタンポポなど

野草の花で春を感じよう！

定員15名

3月21日（日）
4月25日（日）
10:00～12:00
13:00～15:00
参加料100円/人

親子で森の中の迷路などで楽しく遊ぼう！
おやこ もり なか めいろ たの あそ

さぬきの森　冒険&遊び広場
もり ぼうけん ひろあそ ば

4月29日（木祝）
10:00～13:00

参加料200円/人

春のバードウォッチングと

シイタケの管理体験

はる

かんりたいけん

それゆけ！きこり探検隊
～春の野鳥観察とシイタケ管理～
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定員7組

5月1日（土） 13:00～15:00

参加料100円/人

親子で動植物の観察や森のクイズ

を解きながら森を探検します。

おやこ

と もり たんけん

どうしょくぶつ かんさつ もり

森の探検隊
たんもり けん たい

5月3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

でリフレッシュ！ 

おやこ もり さんさく

森でリフレッシュ！
ハンモック体験

もり

けんたい

定員7組（未就学児対象）

3月28日（日）、5月9日（日）
10:00～12:00

参加料100円/人

親子で一緒に森の自然を楽しみ

ながら歩きます。

おやこ いっしょ もり

ある

しぜん たの

はじめての森でおさんぽ！里山保育
ほ  いくさとやまもり

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

わら草履を
つくろう

ぞう り

参加料100円/作品

参加料250円/作品

定員 各回20名

参加料600円/作品定員 各回5名

3月6日（土）、4月3日（土）
5月3日（月祝） 10:00～12:00、13:00～15:30

竹を使って竹トンボ、

竹笛などを作ってみよう！
たけぶえ

たけ たけつか

つく

竹細工をしよう
たけ ざい く

3月20日（土祝）
10:00～12:00

手まりづくりの基礎を学ぼう！
まなて き   そ

4月29日（木祝）
10:00～15:00

丸亀特産のうちわづくりを

体験しよう！
たいけん

まるがめとくさん

うちわをつくろう

参加料200円/個

もち

5月4日（火祝） 10:30～12:00、13:30～15:00

かしわ餅をつくろう
端午の節句にちなんだかしわ餅をつくろう！
たんご せっく もち

その他プログラム
た

4月4日（日）、4月17日（土）
5月22日（土）、5月23日（日）
10:30～13:00

イム

かがり手まりづくり体験会
たいけんかいて

カエルと
メダカのがっこう

イベントご案内

定員15名3月27日（土）10:30～12:00

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

こう

ゆうきゅう れき めぐし

えん ひ みつ

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

202103  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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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
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