帯広の森・

はぐくーむ 平 成 2 9 年 度 イ ベ ン ト 一 覧
8月

4月
15日
（土）
16日
（日）
22日
（土）
30日
（日）

6日
（日）
20日
（日）
27日
（日）

森の生き物講座（草花編）
10：00～12：00
四季の森めぐり～早春～
ガイド
9：30～12：00
森の寺子屋～匠の巻～
10：00～15：00
みんなで森をはぐくーむ～春～
育む会
10：00～15：00

2日
（土）
9日
（土）
10日
（日）
16日
（土）
24日
（日）

グリーンウッドワーク
９：30～12：00
春のバードウォッチング
10：00～12：00
四季の森めぐり～春～
ガイド
9：30～12：00
健康ウォーキング
10：00～12：00

6月
10日
（土）
11日
（日）
17日
（土）
18日
（日）
25日
（日）

15日
（土）
17日
（月）
23日
（日）
30日
（日）

森のキノコの自然探索会
講師
9：00～12：00
健康ウォーキング
10：00～12：00
森の寺子屋～焚火の巻～
10：00～15：00
四季の森めぐり～秋～
ガイド
9：30～12：00
森づくりの集い
森の活動団体
午前

10月

森の講座～野やまの危険～
13：00～15：00
みんなで森をはぐくーむ～初夏～
育む会
10：00～15：00
四季の森めぐり～初夏～
9：30～12：00 ガイド 森の回廊
野の花調べ～フラワーソン～
9：00～15：00
森の寺子屋～草の巻～
10：00～15：00

8日
（日）
15日
（日）
22日
（日）
28日
（土）
29日
（日）

7月
1日
（土）

グリーンウッドワーク
9：30～12：00
森のキノコの勉強会
講師
10：00～12：00
みんなで森をはぐくーむ～夏～
育む会
10：00～15：00

9月

5月
3日
（水)
7日
（日）
14日
（日）
27日
（土）

12月

森の生き物講座（樹木編）
講師
10：00～12：00
森の生き物講座（昆虫編）
13：00～15：00
四季の森めぐり～夏～
ガイド
9：30～12：00
森の生き物講座（菌類編）
講師
10：00～12：00
森の昆虫探し
講師
10：00～12：00
森でクラフト体験
10：00～15：00

森の音楽会
10：00～12：00
はぐくーむ秋まつり
10：00～15：00 森の活動団体
健康ウォーキング
10：00～12：00
森の生き物講座（鳥編）
10：00～12：00
森の生き物講座（ほ乳類編）
13：00～15：00 講師 もりとも
間伐とペレットづくり
9：30～13：00

ガイド ガイド養成講座の修了生が案内

馬と一緒に森づくり
10：00～15：00
わくわく巣箱観察会
10：00～12：00
みんなで森をはぐくーむ～秋～
育む会
10：00～15：00
まき割り体験
10：00～15：00
森の寺子屋～歩の巻～
10：00～15：00

講師 他団体の方や専門家が講師

森の活動団体 森の活動団体と協力、連携して実施
↳育む会：帯広の森を育む会 森の回廊：森の回廊＠十勝 もりとも：森づくりサークルもりとも

帯広の森・はぐくーむ http://haguku-mu.net/ メール info@haguku-mu.net

〒080-0856 帯広市南町南9線49番地1

TEL.0155-66-6200

間伐と門松づくり
各9：30～12：00

1月
7日
（日）
14日
（日）
21日
（日）
28日
（日）

FAX.0155-47-3622

10日
（土）
11日
（日）
18日
（日）
25日
（日）

歩くスキー初心者講習会
講師
９：00～12：00
森の寺子屋～雪の巻～
10：00～15：00
スノーシューで冬の森散策
10：00～12：00
歩くスキー体験
講師
9：30～12：00

四季の森めぐり～冬～
ガイド
9：30～12：00
帯広の森スキーツアー
講師
9：30～12：00
グリーンウッドワーク
9：30～12：00
みんなで森をはぐくーむ～冬～
育む会
10：00～15：00

3月
4日
（日）
10日
（土）
18日
（日）
24日
（土）

帯広の森・はぐくーむ

森のリースづくり
森の回廊
9：30～12：00
グリーンウッドワーク
9：30～12：00

2月

11月
5日
（日）
11日
（土）
12日
（日）
19日
（日）
25日
（土）

3日
（日）
9日
（土）
16日
（土）
17日
（日）

平成29年度

森のスノーシューハイキング
9：30～12：00
森の寺子屋～食の巻～
10：00～15：00
冬のバードウォッチング
10：00～12：00
みんなで森をはぐくーむ～冬～
育む会
10：00～15：00

申し込みについて

参加には事前申し込みが必要です。
電話、ファックス、メールで申し込み下さい。
名前、住所、電話番号、人数（大人、子ども）
をお聞きします。
受付期間
イベント前月の25日～各イベント前日まで
（月初め第１週のイベントは、募集開始が
前前月となることがあります）
※内容、日程は変更になる場合があります。
詳しくはホームページまたは広報おびひろ
をご覧いただくか、お問い合わせ下さい。

自然観察

それぞれテーマの違う観察会で、季節ごとに表情を変える森を散策してみましょう。

四季の森めぐり

虫を探しに行こう！

はぐくーむに集まる愉快な仲間と一緒に、
四季の草木や生き物などについてお話
しながらゆるりと森を歩きましょう。
散策の後は森めぐりをふりかえる
お茶会を開きます。

講師
堤 公宏さ

（森の回

4月16日（日）
5月14日（日）
6月17日（土）
7月15日（土）
9月16日（土）
2月10日（土）

第２柏林台川周辺
の自然林を歩きます。

～初夏～
森の回廊＠十勝
との共催

・野の花しらべ～フラワーソンに参加しよう～
6月18日（日） 9：00～15：00
5年ごとに行われる全道いっせいの開花調査、
北海道フラワーソン2017に参加します。

キノコの勉強会・観察会
♠森のキノコの勉強会
8月20日（日） 10：00～12：00

夏から秋に見られるキノコについて、
見分け方などを座学で教わります。

♠森のキノコの自然探索会
9月2日（土） 9：00～12：00
森を歩きながら色々なキノコを
少量ずつ採取し、キノコの観察、
解説をします。

）

・森の昆虫探し
7月23日（日） 10：00～12：00

時 間： 9：30～12：00
参加費：100円（お茶代）

✿早春
✿ 春
✿初夏
✿ 夏
✿ 秋
✿ 冬

ん

廊＠十勝

講師
帯広キノコの会

野鳥の観察会
◆春のバードウォッチング
5月7日（日） 10：00～12：00
◆冬のバードウォッチング
3月18日（日） 10：00～12：00
◆わくわく巣箱観察会
11月11日（土） 10：00～12：00

森にかけた巣箱はどんな生き物が利用しているのでしょう？
巣箱の清掃と、利用状況の記録を行います。

冬はスノーシューで出かけよう！
夏は草におおわれて行けなかった場所も
スノーシューなら行けちゃいます！

❅スノーシューで冬の森散策
１月21日（日） 10：00～12：00
はぐくーむ周辺を歩き、木の冬芽
や動物の足あとを観察します。

❅冬のスノーシューハイキング
３月４日（日） 9：30～12：00

第２柏林台川周辺の、
川や起伏のある自然林を歩きます。

中面にシリーズもの、その他のイベント→

森の生き物講座
草花編
樹木編
昆虫編
菌類編
鳥編
ほ乳類編

帯広の森の生き物について、生態や観察手法などを個性豊かな講師陣から学びます。

日時

講師・内容

4月15日（土）
10：00～12：00
7月1日（土）
10：00～12：00
7月1日（土）
13：00～15：00
7月17日（月・祝）
10：00～12：00
10月28日（土）
10：00～12：00
10月28日（土）
13：00～15：00

宮崎直美（帯広の森・はぐくーむ）
・観察のポイント、図鑑の引き方など
内海泰弘（九州大学北海道演習林林長）
・樹木の生態、観察手法等について
佐藤 航（帯広の森・はぐくーむ）
・観察の手法、分類、同定等について
伊沢正名（糞土研究会 糞土師）
・菌類の生態、自然界での役割等について
帯広の森・はぐくーむスタッフ
・鳥類と森の関わり等について

その他の講座
・野やまの危険
6月10日（土） 13：00～15：00

森で起こり得る事故や、身近にいる危険な
生物への対処法を学びます。

・森のガイド養成講座

左記の生き物講座と、森で活動する知識
や手法を学ぶ講座を受講する連続講座。
現在森で活動している方や、これから森で
活動される方が対象です。
大熊 勲（森づくりサークルもりとも、帯広畜産大） 詳しくはお問い合わせ下さい。
・森で暮らす哺乳類の生態、観察手法について

みんなで森をはぐくーむ

帯広の森の一角、「一町歩の森」と名付けた場所で、
みんなで楽しみながら森を育てる活動を進めています。

【時 間】10：00～15：00
【対 象】森を楽しみたい人どなたでも
【持ち物】昼食、水筒、軍手、帽子など

・内容はあくまで予定。その時の森の状況や、集まった人の希望に応じて
やることは変わります。
・途中参加、部分参加もOK！気軽にご参加ください。

一年間の予定

（「帯広の森を育む会」と連携して実施します）

～春編～ 4 月 30 日（日）

～初夏編～ 6 月 11 日（日）

～夏編～ 8 月 27 日（日）

森のお掃除

外来タンポポ抜き

アワダチソウ抜き

道づくり

道づくり(草刈り）

草木染め

木こり体験

木のお引越し

木のお引越し

生木のものづくり

生き物調べ

生き物調べ

～秋編～ 11 月 12 日（日）

～冬編～ 2 月 25 日（日）

～冬編～ 3 月 24 日（土）

野外クッキング

馬と一緒に森づくり

薪ストーブ

森のお掃除

木こり体験

かんじき散歩

木こり体験

薪ストーブ

冬の森あそび

生き物調べ

かんじき散歩

生木のものづくり

森の寺子屋

子どもだけで木を切ったり、切った木で工作したり、たき火をしたり、様々なことに挑戦します。

【時 間】10：00～15：00
【対 象】小学校１～６年生
【参加費】300円
【持ち物】昼食、水筒、軍手、帽子など

・通年、連続のプログラムですが、募集はそれぞれの回ごとに行います。
・参加費はおやつ代、保険料です。内容によって増減することもあります。
・人気のプログラムのため、申し込みはお早めに。
・詳しくはお問い合わせ下さい。

～匠の巻～ 4月22日（土）

～草の巻～ 6月25日（日）

～焚火の巻～ 9月10日（日）

・木こりにちょうせん
・木のものづくり

・外来種のぬきとり

・しばかり（たきぎ集め）

・かくれがづくり

・染め物づくり
・道づくり

・火おこし
・たき火でパンづくり

～歩の巻～ 11月25日（土）

～雪の巻～ 1月14日（日）

～食の巻～ 3月10日（土）

・雪をたのしむ

・火おこし

・森のたんけん
・薪わり＆薪つみ
・たき火＆やきいも

・かまくらづくり
・もちつき

保護者も
参加ＯＫ

・野外クッキング
・一年間のまとめ

森の工作・ものづくり
その他のものづくり

グリーンウッドワーク
切り出されたばかりの生の木を、人力の道具を使って
割ったり削ったりしてものづくりをする「グリーンウッドワーク」
森の手入れをかねた間伐（弱った木や混みあった木を切る）
の体験を行い、切った木で工作をします。

◆5月3日（水・祝）
◆8月6日（日）
◆12月9日（土）
◆2月18日（日）
各 9：30～12：00

◆森でクラフト体験
7月30日（日） 10：00～15：00

森の材料で簡単な小物やおもちゃ
を作ります。
時間内随時実施。申し込み不要。

◆森のリースづくり
12月3日（日） 9：30～12：00

帯広の森で活動している団体「森の回廊＠十勝」と一緒に
森の手入れを兼ねたつる取りや間伐の作業を行い、
とったつるや枝でリース飾りを作ります。

木のお家やウッドクッキーの他、
季節に合わせた小物を作ります。
木材だけでなく、葉っぱなどの
自然素材を使って作ることも。

◆間伐と門松づくり
12月16日（土）、17日（日）
各 9：30～12：00

森で間伐をして、切った
シラカバの木で門松を作ります。

みんなで森づくり
☆森づくりの集い
9月24日（日） 午前

☆馬と一緒に森づくり

11月5日（日） 10：00～15：00
開拓期などに行われていた、馬で
木材を運ぶ「馬搬」や、昔の道具を
使った丸太切りを体験します。

市民やボランティア、森の活動団体の方々が集い、みんなで
森づくり作業を行います。お子さんにもできる簡単な作業も
あるのでお気軽にご参加ください。

健康づくりに！ウォーキング、歩くスキー
健康ウォーキング
ストレッチのやり方や正しい歩き方を
学び、森の見どころを歩いてめぐります。

全3回
・5月27日（土）
・9月9日（土）
・10月22日（日）
各10：00～12：00

季節ごとに
コースを変えて
実施します

講師

帯広クロスカントリー
スキークラブ

歩くスキー

主に初心者～中級者対象の講習会2回と、
中級者以上向けの、コースのない森の中を通って
帯広の森の見どころをめぐるスキーツアーを行います。

・歩くスキー初心者講習会
1月7日（日） 9：00～12：00
・歩くスキー体験
1月28日（日） 9：30～12：00
・帯広の森スキーツアー
2月11日（日） 9：30～12：00

その他注目のイベント
まき割り、ペレットづくり

はぐくーむの暖房は薪ストーブとペレットストーブ。
どちらも燃料に帯広の森の間伐材を利用しています。

☆森の音楽会
10月8日（日）

10：00～12：00 ※雨天時は翌日に順延

市内の中高生や社会人サークルによる吹奏楽の野外演奏会

・間伐とペレットづくり
10月29日（日） 9：30～13：00

☆はぐくーむ秋まつり
10月15日（日） 10：00～15：00

・まき割り体験
11月19日（日）

☆森の文化展

間伐体験をして、切った木からペレットを作りましょう。
ペレットグリルを使ったお楽しみも。

10：00～15：00

申し込み不要、出入り自由でまき割りを体験。
薪を燃やしてちょっとしたお楽しみもあるかも！？

森の活動団体、ボランティアの方々と
一緒に、多彩なプログラムで森の体験が
楽しめる、年に一度の大イベントです！
3月13日（火）～3月25日（日）
森の写真や、俳句などの作品を一般公募し、展示します。

