
詳細は各イベント案内をごらんください。
　　の項目についてはすでに申込みが終了しております。

事前申込
が必要です事前申込
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スライムを作ろう

WS『進め！生き物調査隊』

ミュージアム工房

森の妖精「ふうちゃん」作り

ペットボトルで観察隊

里山工房「輪切りで車」

リメイクくらふと「はさみ入れ」

花と緑の教室

わいわいクッキング

お気に入りの材料で、オリジナル作品を作ろう！
日　時：8月9日（日）13：30～15：45
場　所：学習センター　（受付：入口にて随時受付）
対　象：だれでもOK!!
参加費：1人300円（材料費別途）
問合せ：キッピーフレンズ　Tel：079-569-7727

ミュージアム工房
7 当日受付

いろいろな大きさの輪切りの木でのりものを作ろう。
日　時：8月9日（日）�①10：00～12：00
� ②13：00～15：00
場　所：共生センター　里山工作室
対　象：親子・一般　各回10人
参加費：1人500円
申　込：ハガキ、ファックスに参加者全員の〒住所
　　　　氏名・年齢・電話番号を記入の上、
　　　　共生センター「輪切りで車」係まで
締　切：8月4日（火）必着　応募多数の場合抽選
持ち物：筆記用具
問合せ：共生センター　Tel：079-566-1200

木工教室「輪切りで車」
【里山工房】

8 事前申込

2 日

14 金
森のクマさん

自由研究お助け隊・野鳥相談窓口

29 土
30 日

キッピーガイドツアー
おもしろ実験「冷却パック」

バイキングワークショップ

ドキドキお化け屋敷＆縁日で遊ぼう

星空観察会
夜の生き物観察会
初秋の鳴く虫ハイキング
ハワイアンフラの夕べ

木工教室「夏休みバージョン」

Waning Moon

27 木

19 水

伝統文化こども教室「水鉄砲」

浮きうき金魚すくい
スライムを作ろう

ペットボトルで観察隊（全2回講座）
ペットボトルを使って昆虫や魚を採集するトラップ
などを作って、実際に昆虫採集をしてみよう。
日　時：①8月1日（土）10：00～12：00
� ②8月8日（土）10：00～14：00　小雨決行
場　所：①②有馬富士公園内
対　象：小学生以上を含む子供とその保護者　20人
参加費：各回1人500円
申　込：往復はがきに参加者全員の〒住所・氏名
　　　　年齢・電話番号・「ペットボトル」と記入
　　　　の上、記宛先まで。
　　　　〒669-1324　三田市ゆりのき台2-13-12
　　　　NPO里山レンジャー　事務方　森
締　切：7月24日（金）必着
問合せ：NPO里山レンジャー・森　Tel：079-562-2674

【キッピー山の探検隊】

自然体験活動支援事業
トム・ソーヤスクール企画コンテスト

1 事前申込

進め！生き物調査隊
いろいろな生き物の調査・観察方法を実際にやって
みよう。
日　時：8月2日（日）10：00～14：00
場　所：学習センター、有馬富士公園　
対　象：親子・一般　20人
参加費：１人100円
申　込：往復ハガキに参加者全員の〒住所・氏名
　　　　年齢・電話番号を記入の上、
　　　　学習センター「生き物調査隊」係まで
締　切：7月26日（日）必着
問合せ：学習センター　Tel：079-569-7727

〈ウィークエンドセミナー〉
4 事前申込

日　時：8月2日（日）
　　　　①10：00～　②13：00～
　　　　（先着順。定員になり次第締切ます。）
受　付：各回開始30分前から
場　所：学習センター　
対　象：小学生　各回20人　
参加費：1人1キット400円
問合せ：キッピーフレンズ　Tel：079-569-7727

自然の素材を使って素敵な「ふうちゃん」を作ろう。
森の妖精「ふうちゃん」作り

2 当日受付

日　時：8月2日（日）8月16日（日）
　　　　①13：30～　②14：15～　③15：00～
受　付：各回開始30分前から
場　所：学習センター　プレイワークルーム　
対　象：小学生　各回10人
　　　　（小学生低学年以下は保護者同伴）　
参加費：1人100円
問合せ：キッピーフレンズ　Tel：079-569-7727

スライム作りの不思議な体験を楽しもう。
スライムを作ろう

3 当日受付

水鉄砲を作ろう！
昔ながらの竹の水鉄砲を作ってみよう。

日　時：8月8日（土）、14日（金）13：30～16：00
場　所：学習センター
対　象：幼稚園児、小学生の親子　各日30人
参加費：1人500円
申　込：往復ハガキ・ファックスに参加者全員の
　　　　〒住所・氏名・年齢・電話番号・参加希望
　　　　日を記入の上、
　　　　学習センター「水鉄砲」係まで
締　切：7月29日（水）必着
問合せ：キッピーフレンズ　Tel：079-569-7727

〈伝統文化子ども教室〉5 事前申込

自由研究お助け隊・昆虫相談窓口

自由研究お助け隊・動物相談窓口

森のクマさん

自由研究お助け隊・植物相談窓口

ドキドキお化け屋敷＆縁日で遊ぼう

自由研究お助け隊・お魚相談窓口

自由研究お助け隊・昆虫相談窓口

日　時： 8月 8日（土）：野鳥相談の日
         8月 9日（日）：昆虫相談の日
      �   8月15日（土）：哺乳類相談の日
         8月16日（日）：植物相談の日
         8月22日（土）：両生・爬虫類・魚相談の日
         8月23日（日）：昆虫相談の日
　　　　 13：00～16：00（随時受付）
場　所：学習センター　つよしくんの研究室　
対　象：小学生　
参加費：無料
問合せ：キッピーフレンズ　Tel：079-569-7727

生き物の相談窓口を開設します。
自由研究のヒントが見つかるかも！？

夏休み自由研究お助け隊
〈つよしくんの研究室〉

6 当日受付

森のクマさんがやってきた
端材でいすなどの木工作品を作ろう。

日　時：8月15日（土）、16日（日）10：30～15：30
場　所：学習センター
対　象：小学生（保護者同伴）　各日30人
参加費：1人500円（保護者1人100円）
申　込：往復ハガキ、ファックスに参加者全員の
　　　　〒住所・氏名・年齢・電話番号・参加希望
　　　　日を記入の上、
　　　　学習センター「森のクマさん」係まで
締　切：8月5日（水）必着
問合せ：キッピーフレンズ　Tel：079-569-7727

〈夏休み工作お助け企画〉
9 事前申込

おもちゃの金魚や昆虫をすくって遊ぼう。
日　時：8月16日（日）
　　　　①10：00～12：00　②13：00～16：00
場　所：学習センター　（随時受付）
対　象：だれでもOK!!
参加費：1回100円
問合せ：キッピーフレンズ　Tel：079-569-7727

浮きうき金魚すくい
10 当日受付

ペットボトルで観察隊



季節のお野菜たっぷりの料理をつくりましょう。
日　時：8月19日（水）10：00～13：00
場　所：共生センター　実習室
対　象：大人　24人
参加費：1人500円
申　込：ハガキ、ファックスに参加者全員の〒住所
　　　　氏名・年齢・電話番号を記入の上、
　　　　共生センター「クッキング」係まで
締　切：8月19日（水）必着　応募多数の場合抽選
持ち物：エプロン、お箸、ふきん
問合せ：共生センター　Tel：079-566-1200

なすの山椒あえ、抹茶ぜんざい、他
【わいわいクッキング】11 事前申込

日　時：8月22日（土）13：30～16：00
場　所：学習センター　
対　象：だれでもOK!　20名
参加費：無料
問合せ：キッピーフレンズ　Tel：079-569-7727

学習センターをクイズなどを交えてご案内します。
キッピーガイドツアー

14 当日受付

夏休みバージョン
端材で自由な作品を作ってみよう。

日　時：8月23日（日）10：00～15：30
場　所：学習センター　木工室
対　象：小学生中学年以上・親子　15人
参加費：1セット800円
申　込：往復ハガキに参加者全員の〒住所・氏名
　　　　年齢・電話番号を記入の上、
　　　　学習センター「夏休みバージョン」係まで
締　切：8月13日（木）必着
問合せ：キッピーフレンズ　Tel：079-569-7727

〈キッピー山の木工教室〉20 事前申込

お気に入りの材料で、オリジナルな作品をつくろう。
日　時：8月23日（日）13：30～15：45
場　所：学習センター　（受付：入口にて随時受付）
対　象：だれでもOK!!
参加費：1人300円（材料費別途）
問合せ：キッピーフレンズ　Tel：079-569-7727

バイキングワークショップ
21 当日受付

おうちにあるハギレを利用して、はさみ入れを
作りましょう。

日　時：8月27日（木）10：00～13：00
場　所：共生センター　大会議室
対　象：大人　30人
参加費：1人500円
申　込：ハガキ、ファックスに参加者全員の〒住所
　　　　氏名・年齢・電話番号を記入の上、
　　　　共生センター「はさみ入れ」係まで
締　切：8月20日（木）必着　応募多数の場合抽選
持ち物：筆記用具
問合せ：共生センター　Tel：079-566-1200

はさみ入れ
【リメイクくらふと】22 事前申込

花はみんなを友達にします。緑はみんなに安らぎを
与えてくれます、誰でも参加できます。この機会に是
非ご参加ください！
日　時：8月21日（金）13：30～15：00
場　所：パークセンター　大会議室
対　象：一般　30人
参加費：1人2,000円　
申　込：電話にて、参加者の〒住所・氏名・電話番号
　　　　をパークセンターまで。
問合せ：パークセンター　Tel：079-562-3040

【花と緑の教室】

「日陰で楽しむ植物を使った寄せ植え」

12 事前申込

日　時：8月29日（土）、30日（日）10：00～16：00
場　所：学習センター（受付10：00～随時）　
対　象：だれでもOK!
参加費：お化け屋敷1人100円、縁日1人300円
問合せ：キッピーフレンズ　Tel：079-569-7727

お化け屋敷に驚き、縁日を楽しもう。キャンディー
つかみ、くじ引き、輪ゴム鉄砲があるよ♪

23 当日受付
〈夏の特別イベント〉

ドキドキお化け屋敷＆縁日で遊ぼう

秋に鳴く虫を観察しよう。
日　時：9月12日（土）18：00～20：00　雨天中止
場　所：有馬富士公園内各所
� （受付：出合いの広場 17：45～）
対　象：小学生とその保護者　20人
参加費：1人400円
申　込：往復ハガキに参加者全員の〒住所・氏名
� 年齢・電話番号・『秋1』と記入の上、
� 下記宛先まで。
� 〒669-1324三田市ゆりのき台2-13-12
� NPO里山レンジャー　事務方　森
締　切：8月31日（月）必着
問合せ：NPO里山レンジャー・森　Tel：079-562-2674

【キッピー山の探検隊】
秋の生き物観察会　1

子ども夢基金助成事業
事前申込

2008年カタツムリ調査へご参加いただき、ありがと
うございました。１年分の調査報告を展示していま
す。三田でも珍しいカタツムリが発見されました。
今年も調査をしています。みなさまのご参加をお待
ちしております！

兵庫県下生物多様性調査

開催期間：～9月13日（日）まで
開催場所：学習センター　つよしくんの研究室
主　　催：有馬富士自然学習センター
協　　力：カタツムリ調査実行委員会

「カタツムリ調査ひょうご2008
ほうこく！」

〈キッピー山のミニ企画展〉

ありまふじイベント情報
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発　行：�有馬富士公園運営・計画協議会
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キッピー山の企画展

開催期間：7月18日（土）～10月12日（月･祝）
開催場所：学習センター　展示室４
主　　催：有馬富士自然学習センター
協　　力：株式会社地域環境計画

「進め！生き物調査隊」
日本には色んな生き物が色んな所にすんでいます。
でもそれって誰が？どんな風に調べているの？生き
物調査のスペシャリスト達に密着！調査現場の裏側
に迫ります。

冷却パックを作ろう
簡単な薬品などを使って吸熱反応を実感してみよう。
日　時：8月22日（土）13：30～15：30
場　所：学習センター
対　象：小学4年生以上　20人
参加費：1人200円
申　込：往復ハガキ、ファックスに参加者全員の
　　　　〒住所・氏名・年齢・電話番号を記入の上、
　　　　学習センター「おもしろ実験」係まで
締　切：8月12日（水）必着
問合せ：キッピーフレンズ　Tel：079-569-7727

13 事前申込
〈おもしろ実験〉

【夏の夜のジョイント夢プログラム09】

天体望遠鏡の学習と星座や木星の観察会をします。
日　時：8月22日（土）17：00～20：30（曇天時は講座のみ）
場　所：学習センター・学習センター前広場
� （受付：学習センター 16：30～）
対　象：小学生以上の親子　50人
参加費：無料
申　込：ハガキに参加者全員の〒住所・氏名・年齢
　　　　電話番号を記入の上、下記宛先まで。
� 〒669-1401　三田市小柿949
� 三田市野外活動センター
　　　　さんだ天文クラブ事務局
締　切：8月10日（月）必着
持ち物：懐中電灯・虫除けスプレー
問合せ：さんだ天文クラブ・加瀬部　Tel：090-2596-4008

望遠鏡の学習と星空観察会
15 事前申込

夏の夜にピッタリなハワイアンフラをお楽しみ下さい。
日　時：8月22日（土）17：30～18：30
場　所：パークセンター　多目的ホール
対　象：だれでもOK!
参加費：無料
問合せ：メケアロハの会・大庭　Tel：079-568-3781

ハワイアンフラの夕べ
18 当日受付

夜に活動する昆虫を観察しませんか？
日　時：8月22日（土）18：00～20：00　雨天中止
場　所：林の生態園ほか
� （受付：パークセンター大会議室 17：45～）
対　象：4歳以上を含む子供とその保護者　20人
参加費：1人500円
申　込：往復はがきに参加者全員の〒住所・氏名
� 年齢・電話番号・「ジョイント」と記入
　　　　の上、下記宛先まで。
� 〒669-1528　三田市駅前町2-1
� 三田市まちづくり協働センター気付
� NPO里山レンジャー
締　切：8月10日（月）必着
問合せ：NPO里山レンジャー・森　Tel：079-562-2674

夜の生き物観察会16 事前申込

涼しげな初秋の虫を探しに、夕方の公園を歩きます。
日　時：8月22日（土）18：30～20：00　小雨決行
場　所：有馬富士公園
� （受付：パークセンターロビー 18：00～）
対　象：5歳以上を含む子供とその保護者　15人
参加費：1人100円
申　込：往復はがきに参加者全員の〒住所・氏名
� 年齢・電話番号を記入の上、下記宛先まで。
� 〒669-1547　三田市富士ヶ丘1-6-14
� 自然の学校　吉田滋弘
締　切：8月8日（土）必着
問合せ：自然の学校・吉田　Tel：079-562-3374

初秋の鳴く虫ハイキング
17 事前申込

ダンス・アカペラ・ハーモニーアンサンブル・ピアノの
弾き語りなどパフォーマーとのコラボレーション。
日　時：8月22日（土）19：00～20：30
場　所：パークセンター　多目的ホール
対　象：だれでもOK!
参加費：無料
問合せ：Fm・中松　Tel：079-559-4590

W a n i n g M o o n
19 当日受付




