
2022年度4月～9月のイベントごあんない

アカマツ、どんぐり、草花あふれる
湿地など、森林公園ならではの
四季の自然をお楽しみください

天竜奥三河国定公園

自然体験セットプラン　お月見と秋の夜長を楽しもう

中秋の名月と秋の虫の音　鑑賞
宿泊

第 2・4 土曜　

静岡県立森林公園　自然観察会
自然

体験

第 4 日曜

ニーチャの月イチウォーキング
自然

体験

1人9000円　未就学児4400円 （一泊二食付）参小学生以上の親子対

6組20名定HP　先着7/16 （土）9：00受付開始申

9/10 土 -11日

宿泊者無料　日帰り参加　大人500円　子ども250円　未就学児無料参どなたでも対

20名定宿泊者当日受付　日帰り参加者事前申込HP・電話・窓口　先着　申

8：30～9：30

大人300円　中学生以下100円参どなたでも対 15名定当日受付先着申

10：30～12：00 集合：バードピア浜北

集合：森の家

春の木の花4/9

樹木を知ろう！4/23

初夏の鳥を探そう5/14

夏の森のきのこ探し7/9

冬虫夏草を探そう！7/23

水辺の生きもの8/13

初夏の森あるき5/28 クモを探そう！8/27

初夏の森あそび6/11 森のきのこや植物9/10

初夏の草花6/25 アリを探そう！

小久保忠嘉

ガイド

杉山　雅章

秋山　隆彦

池ヶ谷のり子

大塚　健佑

野澤　利治

望月　葉子 久保田克哉

新野　忠密 菅　　功

内藤宇佐彦 沖田　一郎9/24

土 土

土 土

土 土

土 土

土 土

土 土

バーベキュープラン　

火を起こして BBQ ！！
大人10600円　小学生9600円　未就学児4400円参小学生とその保護者対

6組20名定HP抽選5/2（月）締切

（一泊二食付）

申

5/14 土 -15 日

宿泊

自然体験セットプラン　

ホタル観察とバードウォッチング！
宿泊

自然体験セットプラン　

ノルディックウォーク
宿泊

1人8800円　未就学児4400円 （一泊二食付）参小学生以上の親子対

6組20名定HP ・電話・窓口　先着　4/1（金）9 ：00受付開始申

5/28 土 -29 日

1人8800円 （一泊二食付）参１８歳以上対

15名定HP・電話・窓口　先着　5/1 （日） 9：00受付開始申

6/4 土 -5 日

幼児向け自然教室

森のムッレ教室

第 2・4 月曜　2-3 歳親子　しぜんあそび・絵本・工作　

森っ子クラブ

単発　1組1200円　通年＜全6回＞　1組6000円参幼児とその保護者対

12名定HP・電話・窓口　先着　申

10：00～12：005/14 土 7/9 土 9/10 土 11/12 土 1/14 土 3/4

【全10回】　1組5000円参未就園児の親子対 10組20名定HP　抽選4/28（木） 締切　申

10：00～11：00

土

第 1 日曜　年少～年長親子　森のようちえん　

森っ子クラブ

ネイチャーゲーム

はじめまして、森のおともだち

6/5 日 -10/2 日

6/13 月 -10/24 月

キッズ森あそび　小学生あつまれ～！

生きもの探しをしよう！

キッズ森あそび　小学生あつまれ～！とし坊先生と遊ぼう

森の水辺で生きもの探し！
自然

体験

自然

体験

自然

体験

自然

体験

自然

体験

自然

体験

集合：バードピア浜北

集合：バードピア浜北

集合：森の家

集合：森の家

【全5回】 1組5000円参年少～年長の親子対 10組20名定HP　抽選4/28（木） 締切　申

10：00～11：30

7/10 日

小学生1200円 （大人無料）参小学生とその保護者対 30名定当日受付先着　申

10：00～12：00

集合：バードピア浜北5/5 祝木

1人500円 （小学生のみ）参小学生対 15名定HP先着4/8（金）9：00受付開始申

10：00～12：00

集合：バードピア浜北7/2土

1人500円 （小学生のみ）参小学生対 15名定HP先着5/30（月）9：00受付開始申

10：00～12：00

第 4 日曜　　ゆったり楽しく自然散策♪

ワンポイントガイド
森林公園を良く知るボランティアガイドといっしょに、 ワイワイ楽しく森歩き！

自然

体験

1人100円参どなたでも対13：00～14：30 15名定当日先着申集合：バードピア浜北

春の森を楽しもう！4/24 日

夏鳥を探そう！5/22 日

初夏の花を見よう！6/26 日

夏の森を楽しもう！7/24 日

企画展示と森あるき8/28 日

シラタマホシクサを見よう！9/25 日

森でキャンプにちゃれんじ！

親子で Day キャンプ
自然

体験

集合：森の家9/3
小学生5000円　大人6000円　未就学児無料参小学生とその保護者対

6組30名定HP抽選8/20 （土） 締切申

10：00～15：00

5/15 小学生とその保護者対

親子１０組 （２０名）定1人1500円参 HP・電話・窓口　先着　4/1 （金） 9 ：00受付開始申

9：30～14：00日

はるみばぁばの森の食卓

よもぎを使ってうどん作り
食

集合：山楽茶屋

8/7 小学生以下の子どもとその保護者対

定1人500円+材料費参 HP申

10：00～14：00日

主催 ・ＮＰＯ法人 ラブネーチャーズ　

竹をつかってご飯と水てっぽう作り
食

30名

5/8 日 7/10 日

6歳～大人対 1人3000円　参 各回10名程度定HP先着　開催日の4日前が申込締切申

午前の部　10：30～12：00　午後の部 13：30～15：00

8/16火

小学生以上対 1人1000円　参 50名定HP・電話・窓口　先着　6/13（月） 9：00受付開始　申

19：00～21：30

5/8

浜松野鳥の会会員および一般 （ただし感染状況により変更）対 無料参 30名定当日先着申

8：00～11：30

6/3金

1人500円　高校生以下無料参年長以上～大人対 15名定HP先着5/22（日）9：00受付開始申

18：30～20：30　　※雨天順延6/4（土）

今年もホタルが見られるかな？

ホタル観察会 in 森林公園
自然

体験

主催 ・ 浜松野鳥の会

バードウィーク森林公園野鳥観察会
自然

体験

ロープワークで木登りしよう！

ツリークライミング体験会
自然

体験

星空観測 ・ 星座マップ作りと音楽鑑賞

森の天文部
自然

体験

日

集合：森の家

4/3

9：00～12：00 場所 ： 第二駐車場

日 日17 5/1 日 日15 6/5 日 日19

7/3 日 日17 8/7 日 日21 9/4 日 日18

主催 ・ LOCAL ACTION HAMAMATSU 
第 1・3 日曜　森の朝市

主催 ・ カントリーフェスタ実行委員会事務局

第 7 回 フォレスト雑貨フェスタ

10：00〜15 ：00　

4/23 土 24

マーケット

マーケット

環境に配慮した
有機野菜作りをする農家
と消費者をつなぎます！

日 雨天順延 4/25 （月）　

ハンドメイド、 生活雑貨
わんにゃんカントリーフェスタも！

場所 ： バードピア浜北前庭

行事は予告なく変更 ・ 中止する場合が
あります。 詳しくは HP をご覧ください。

2お問合せ

2お問合せ

2お問合せ

2お問合せ

2お問合せ

2お問合せ

2お問合せ

1お問合せ

1お問合せ

2お問合せ

1お問合せ

1お問合せ

2お問合せ

2お問合せ

1お問合せ

3お問合せ

3お問合せ

2お問合せ

1お問合せ

１５組 （30名）

1

2お問合せ

ビジターセンター
バードピア浜北

森の家

3 各主催者

053-581-8528 （カントリーフェスタ実行委員会事務局）問

【mail】 info@localaction4h.org問

静岡県の鳥
サンコウチョウ
の生息する森です。写真：

奥野恒士氏

1お問合せ

1お問合せ

1お問合せ

土


