その他のイベント
健康ウォーキング

正しい歩き方やストレッチの方法を学び、
森の園路を歩きます。
季節、コースを変えて、帯広の森の見どころ
をめぐりながら歩きましょう。

時間：10:00 〜 12:00
春

5 月 23 日（土）
コース：はぐくーむ周辺

秋

10 月 4 日（日）

コース：もりの山周辺

2020年度

◆森づくりの集い

9 月 27 日（日）9:30 〜12:00

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。
子ども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。

◆森の音楽会

10 月 11 日（日）10:00 〜12:30
市内の小中高校生や社会人サークル
による、吹奏楽の野外演奏会です。

◆はぐくーむ秋まつり

10 月 18 日（日）10:00 〜15:00

森の活動団体やボランティアの方々の協力で、森づくりに
つながる様々な体験が楽しめる年に一度の大イベントです！

イベント予定
年間イベント一覧

4

5

◆森のスキーツアー
2 月 6 日（土）9：30 〜12：00

コース外の森の中まで足を伸ばし、帯広の森にある
様々な見どころや施設などをめぐるスキーツアーです。

23（日）10:00 〜15:00

あそびの森のあしあとづくり

クルミの木でものづくり

23（土）10:00 〜12:00
健康ウォーキング

30（日）9:00 〜12:00

9

森の生き物講座（ほ乳類編）

11 月 15 日（日）9:30 〜12:00

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。

6

◆森の文化展

森の生き物講座（鳥編）

市民の方々から募集した森の写真や、
絵、俳句、詩などの作品を展示します。
作品の出展を希望する方はお問合せ下さい。

14（日）9:30 〜12:00
四季の森めぐり（初夏）

帯広の森は最初の植樹から今年で 45 年が経過します。帯広の市街地を緑で取り囲むようにつくられた帯広の森は、
市民植樹祭で木が植えられ、その後も市民の手によって大切に育まれてきました。
今年度は森めぐりや生き物講座などの内容に、帯広の森の歴史を感じ、学べるような要素を盛り込んでいます。
帯広の森の歴史を知ることで、市民の手で育む帯広の森づくりへの理解を深めていただきたいと思います。

もりのこ広場
未就園児の親子を対象に、森のお散歩や工作などの
森に親しめる体験を行っています。
日時：毎月第 1 水曜日 10：00 〜 11：30
主催：地域子育て支援センターもりのこ 協力：帯広の森・はぐくーむ
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18（土）9:30 〜12:00
四季の森めぐり（夏）

26（日）10:00 〜15:00
森の寺子屋（葉の巻）

【申込み・問合せ】
地域子育て支援センター もりのこ
帯広市大空町１丁目１２番地
（森の子保育園内）
TEL：0155-49-2005

参加には申込みが必要です。
電話またはメールでお申込みください。
受付期間：各イベントの前月25 日〜前日まで
（月初めのイベントは募集開始が前々月になる
ことがあります）

31（日）9:30 〜12:00

歩くスキー体験

四季の森めぐり（冬）

6（土）9:30 〜12:00
森のスキーツアー

14（日）10:00 〜15:00
あそびの森のあしあとづくり

4（日）10:00 〜12:00

27（土）10:00 〜15:00
森の寺子屋（食の巻）

健康ウォーキング

はぐくーむ秋まつり

25（日）10:00 〜15:00

11

2

森づくりの集い

18（日）10:00 〜15:00

12（日）9:30 〜12:00

シラカバの樹皮でものづくり

24（日）10:00 〜12:00

13（日）9:30 〜12:00

森の音楽会

あそびの森のあしあとづくり

10（日）9:00 〜12:00
クロカンスキー初心者講習会

30（土）9:30 〜11:30

11（日）10:00 〜12:30

21（日）10:00 〜15:00

はぐくーむのこれまでの活動の記録や変化を
スライドで振り返ります。

今年度のテーマ「帯広の森の歴史」

10

森の寺子屋（川の巻）

3 月 21 日（日）14:00 〜15:30

1

森の寺子屋（虫の巻）

27（日）9:30 〜12:00

20（土）10:00 〜15:00

◆帯広の森・はぐくーむ活動報告会

ミニ門松づくり

6（日）10:00 〜15:00

9:30 〜15:30
森の講座（歴史と自然）

森の生き物講座（昆虫編）

あそびの森のあしあとづくり

森の生き物講座（植物編）

中旬

6（土）9:30 〜12:00

6（日）10:00 〜15:00

19（土） 9:30 〜12:00

四季の森めぐり（秋）

13（土）10:00 〜12:00

3 月 14 日（日）〜 28 日（日）

12

森のキノコの自然探索会

30（土）10:00 〜12:00
◆まき割り体験

2（日）10:00 〜12:00
森の昆虫探し
夜の森めぐり

2（土）9:30 〜12:00

四季の森めぐり（春）

中面、裏面にイベント詳細→

2（日）18:30 〜 20:30

17（日）9:30 〜12:00

◆クロスカントリースキー初心者講習会
1 月 10 日（日）9：00 〜12：00

主に初心者を対象に、歩くスキーを体験できます。

四季の森めぐり（早春）

8

あそびの森のあしあとづくり

【講師：帯広クロスカントリースキークラブ】

◆歩くスキー体験
1 月 30 日（土）9：30 〜11：30

18（土）9:30 〜12:00
19（日）10:00 〜15:00

歩くスキー

歩くスキー、クロスカントリースキーの基礎を教わる、
初心者〜中級者向けの講習会です。

帯広の森・はぐくーむ

3

7（日）9:30 〜12:00

森のスノーシューハイキング

13（土）9:30 〜12:00

グリーンウッドワーク

あそびの森のあしあとづくり

21（日）10:00 〜12:00

8（日）10:00 〜12:00

21（日）14:00 〜15:30

わくわく巣箱観察会

冬のバードウォッチング
はぐくーむ活動報告会

15（日）9:30 〜12:00
まき割り体験

21（土）10:00 〜15:00

森の寺子屋（木の巻）

29（日）9:30 〜12:00
森のリースづくり

申込み・問合せ

帯広の森・はぐくーむ
〒080-0856
帯広市南町南 9 線 49 番地 1
☎0155-66-6200
✉info@haguku-mu.net

自然観察会
◆森の昆虫探し
8 月 2 日（日） 10:00 〜12:00
はぐくーむ周辺の森や草原で
昆虫を探して観察します。
講師：堤公宏（森の回廊＠十勝）

◆森のキノコの自然探索会
8 月 30 日（日）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、観察、解説します。
【共催：帯広キノコの会】

森 で ものづくり
◆わくわく巣箱観察会
11 月 8 日（日）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かな？
巣箱の清掃と利用状況の記録を行います。

◆森のスノーシューハイキング
3 月 7 日（日）9:30 〜12:00

4 月 18 日（土）

散策場所：第 2 柏林台川
見どころ：フクジュソウ、ザゼンソウ等

春

5 月 17 日（日）

散策場所：第 2 柏林台川
見どころ：ニリンソウ、オオバナノエンレイソウ等

初夏

6 月 14 日（日）森の回廊＠十勝と共催

散策場所：はぐくーむ周辺
見どころ：ツルアジサイ、ベニバナイチヤクソウ等

7 月 18 日（土）

散策場所：はぐくーむ周辺
見どころ：ランの仲間、オオウバユリ等

夜

8 月 2 日（日） 18：30 〜 20：30

夜の森を歩く、森めぐり番外編。
夜に活動する生き物たちを観察します。

秋

9 月 13 日（日）

散策場所：はぐくーむ周辺
見どころ：植物の実、たね

冬

ほ乳類が植物の種子を運ぶしくみなどについて
講師：都丸成示（株式会社パルス / 宇都宮大学）

昆虫編

6 月 6 日（土） 9：30 〜12：00

川に生息する水生昆虫の生態について
講師：栗林恵子（北海道水生生物研究所）

鳥編

6 月 13 日（土） 10：00 〜12：00

野鳥の渡り・生態について
講師：尾崎高博（日本野鳥の会十勝支部）

植物編

1 月 24 日（日）10：00 〜12：00

帯広の森の成長と植物の生育について
講師：宮崎直美（帯広の森・はぐくーむ）

◆ミニ門松づくり

5 月 2 日（土）

帯広の森に生えるオニグルミの木について学びながら、
間伐、ものづくりを行います。

◆帯広の森にまつわる歴史と自然
9 月中旬 9：30 〜 15：30

午前は帯広の森周辺の歴史と自然について座学で
学びます。午後は帯広の森の歴史が感じられる場所
を散策し、森の変化の様子を観察します。
講師：大和田努（帯広百年記念館）
帯広の森・はぐくーむスタッフ

◆森のガイド養成講座

現在森で活動している方や、これから森で活動する
方を対象に、主に自然観察などの知識や手法を学ぶ
連続講座です。生き物講座に加え、森林散策行事の
企画、実施等の実践的な講座も行います。
詳しくはお問い合わせ下さい。

◆グリーンウッドワーク

3 月 13 日（土）

切ったばかりのやわらかい木と、人力の道具だけを使って
工作するグリーンウッドワーク。
自分だけの素敵な作品を作りましょう。

森の寺子屋

子どもだけで、木を切ったり、
たき火をしたり、森を探検したり、
いろいろ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

散策場所：はぐくーむ周辺
見どころ：来てのお楽しみ

その他の講座

12 月 19 日（土）

シラカバの木を使い、卓上に乗るような
小さな門松を作ります。

1 月 31 日（日）

帯広の森の生き物について、個性豊かな講師陣から学びます。

11 月 29 日（日）

森の活動団体「森の回廊＠十勝」と一緒に、
木に巻き付く「つる」を取る作業や間伐を行い、
取ったつるでクリスマスのリース飾りを作ります。

◆クルミの木でものづくり

森の生き物講座

ほ乳類編 5 月 30 日（土） 10：00 〜12：00

◆森のリースづくり

はぐくーむ周辺の森を歩いて冬鳥を観察します。

夏

7 月 12 日（日）

シラカバの間伐、樹皮のはぎ取りを行い、
シラカバの樹皮を使って簡単な飾りなどを
作ります。

時間：9：30 〜12：00

◆冬のバードウォッチング
3 月 21 日（日）10:00 〜12:00

森のガイド養成講座の修了生などの案内で、季節ごとに帯広の森の様々な場所を散策します。
四季の草花や生き物などについて語らい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。

早春

◆シラカバの樹皮でものづくり

帯広川周辺の少し起伏のある自然林を歩きます。

四季の森めぐり
時 間：9:30 〜 12:00
参加費：100 円（お茶代）

森を育てるには混み合った木を切る間伐や、枝払い、
つる切りなどの作業が必要です。その過程で出てくる
木材やつるなどを材料にものづくりを行います。

〜川の巻〜
６月２０日（土）
・川の探検
・生き物調べ

〜葉の巻〜
７月２６日（日）
・葉っぱ調べ
・葉っぱ遊び
・たき火でおやつ

〜虫の巻〜
９月６日（日）
・虫探し
・たき火でおやつ

〜木の巻〜
１１月２１日（土）
・間伐
・まき割り
・たき火でおやつ

〜番外編〜
１２月１３日（日）
・もちつき
・雪遊び

〜食の巻〜
２月２７日（土）
・冬の森歩き
・野外クッキング

※今年度参加した人限定
※保護者も参加可能

あそびの森のあしあとづくり
帯広の森の一角、「あしあとの森」と名付けた場所で
みんなで楽しみながら森づくりを行います。
主催：ぷれいおん・とかち
共催：帯広の森・はぐくーむ
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、
長靴など
参加費：100 円
【申込み・問合せ】

認定 NPO 法人 子どもと文化のひろば

ぷれいおん・とかち

TEL&FAX：0155-36-0560
（月〜金：10 時〜 15 時）

年間の予定（内容は変更になることがあります）
4 月 19 日（日）
・地図づくり
・看板立て
・のこぎり体験

6 月 21 日（日）
・馬と一緒に森づくり
・のこぎり体験
・生き物調べ

8 月 23 日（日）
・アワダチソウ抜き
・草木染め
・葉っぱスタンプ

10 月 25 日（日）
・馬と一緒に森づくり
・木こり体験
・生き物調べ

12 月 6 日（日）

2 月 14 日（日）

・つる切り
・リースづくり
・薪ストーブ

・地図づくり
・かんじき散歩
・薪ストーブ

