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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。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベントは変更または中止になる場合がございます。 
予めご了承ください。 

◎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。

自然生態園ガイドウォーク

インタープリター・ボランティア養成講座
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6月20日（日）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

ガイドプログラム

イベント

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をしよう！

※但し8月21日・22日・28日・29日を除く
○定 各回10名
○申 当日、自然生態園までお越しく
　ださい。自然生態園にて受付い
　たします。
※平日の団体のガイドウォークも
　開催しています。希望日の2週間
　前までにお申し込みください。

○定 …定員　○申 …申込方法　○料 …参加料金　○集 …集合場所

し ぜん せい たい えん

自然生態園ナイトガイドウォーク
し ぜん せい たい えん

土日祝 10:30～12:00、13:30～15:00

しぜんせいたいえんよる かんさつこんちゅう
夜の自然生態園でホタルや昆虫を観察します。

○定 20名　○料 100円　○申 事前電話予約
7月31日（土） 18:00～21:00

さぬきの森ガイドウォーク
ふだんこうかい あんない

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！

○定 各回10名　○申 当日、自然生態園までお越しください。
　　　　　　　 自然生態園にて受付いたします。

○定 …定員　○料 …参加料金　○申 …申込方法　○対 …対象

もり

6月20日（日）、7月18日（日）、8月15日（日）
10:30～12:00、13:30～15:00

満濃池展望遊歩道ガイド
てんぼうゆうほどう まんのういけ れきし くうかい あんない
展望遊歩道から満濃池の歴史や空海についてご案内します！（10分程度）

○集 満濃池展望遊歩 希望の橋　○申 当日受付（随時）

まん のう いけ てん ぼう ゆう ほ どう

6月13日（土） 10:30～12:00、13:30～15:00

※入園料・駐車料金が別途必要となります。

7月24日（土）
10:00～12:00、13:00～15:00

6月12日（土）、7月10日（土）、
8月14日（土） 13:00～14:30

じゅく

たけざいく

野生の生きもののくらしを楽しく学ぼう！
やせい い たの まな

プロジェクト・ワイルド 自然発見塾

さとやましぜんかんさつかい

し ぜん はっ けん

７月11日（日） 13:00～15:00

かんさつかい

夏に見られるかわいいきのこを観察しよう！
なつ み かんさつ

夏のきのこ観察会
なつ

動植物体験プログラム
どうしょくぶつたいけん

7月4日（日） 13:00～15:00

里山自然観察会
い

田んぼ、田んぼの畔、水路に分かれて

動植物を観察します。

た あぜ すいろ わ

どうしょくぶつ かんさつ

た

田んぼの生きもの探検隊 夏編
た たんけんたい なつへん

さとやませいかつたいけん

6月19日（土）
7月18日（日）、7月31日（土）
8月21日（土）、8月28日（土）
10:00～13:00

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！
じぶん つく あじこな

さとやまでんしょうたいけん

6月5日（土）、7月23日（金祝）、
8月９日（月祝） 10:00～12:00、
13:00～15:30

里山伝承体験 竹細工をしよう
水鉄砲、竹トンボなど竹でおもちゃを作ってみよう！
みずでっぽう たけ つくたけ

わた いと

7月3日（土） 10:00～12:00
「綿」から紡いで糸作りの体験をします。
わた いとづく たいけんつむ

綿から糸をつくろう

ぞうり

わらを使って昔ながらの草履をつくろう。
つか ぞうりむかし

わら草履をつくろう

6月27日（日）、8月29日（日） 10:00～12:00
「綿」から紡いだ糸を使ってコースターをつくろう。
わた いと つかつむ

コースターをつくろう

6月26日（土） 10:30～12:00

かんさつかいい

里山の水辺に生育する植物やトンボを観察しよう！
さとやま みずべ せいいく しょくぶつ かんさつ

水辺の生きもの観察会
みずべ

手作り体験プログラム
てづく たいけん

○定 各日20名　○料 100円　○申 事前電話予約

○定 20名　○料 100円　○申 事前電話予約

○定 各日4組　○料 200円/玉　○申 事前電話予約

○定 各回20名　○料 100円/作品　○申 当日受付

ふるさときょうしつ

6月13日（日）、7月10日（土）
10:30～12:00

おばあちゃんの古里教室

1回目：梅干の塩づけ（1kg）

2回目：天日干し漬け込み

かいめ しお

てんぴぼ つ こ

うめぼし

うめぼしをつくろう

※2回の連続講座です。
○定 5組　○料 6/13は500円/組、7/10は100円/人　○申 事前電話予約

たんけんたい

7月3日（土） 10:00～13:00

それゆけ！きこり探検隊

さぬきの森を散策した後、

ヒノキをのこぎりで伐ります。

もり さんさく あと

き

ヒノキ間伐体験

○定 15名　○料 100円/人　○申 事前電話予約

○定 5組　○料 700円/作品　○申 当日受付

○定 各回4組　○料 100円/作品　○申 事前電話予約

かんばつ たいけん

○定 各日5組　○料 700円/作品
○申 当日受付

○定 20名　○料 100円　○申 事前電話予約

○定 20名　○申 事前電話予約

森の体験プログラム
もり たいけん

7月22日（木祝） 13:00～21:00
ため池調査や夜の自然観察など楽しさいっぱい！

いけちょうさ よる しぜんかんさつ たの

里山ネイチャーデイキャンプ

○対 小学校4～6年生　○定 20名　○料 1,000円/人
○申 事前電話予約

さとやま

7月21日（木祝）～8月15日（日）
10:00～17:00

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！こどもから大人まで参加できます

たけうま たけ は　ね

おとな さんかたの

むかしあそなつ

遊びの楽校

○申 当日受付

あそ がっこう

その他
た

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

202105  9,000

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。
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