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※各イベントの詳細は別紙イベントスケジュールをご覧下さい。

～お問い合わせ～
ふくしま県民の森　フォレストパークあだたら
電話　０２４３－４８－２０４０

フラワークラフト

ネイチャークラフト

ゴム鉄砲作り

アロマスプレー作り

珊瑚のフォトフレーム・クルクルレインボー

パン工房　風庵

物販ブース

あだたら高原アイス

こぶしの里

コカリナコンサート

フォレストパークあだたら　　H29夏休み期間イベントカレンダー

イベント名

イベント名［自然あそび事業］ 
 

○もりの冒険隊 

  ～夏の森の虫探し～    ８月 ６日（日）  

○小川で生き物を探そう！  ８月１１日（金）                       

○ナイトハイク                           ８月１１日（金） 

                                                         ～１４日（月） 

○もりの冒険隊 

  ～もりの生き物の不思議を探そう～       

                   ８月１９日（土） 

○もりの冒険隊 

［平成29年度福島県森林文化調査・公開体験事業］ 
 
〇体験展示「杉を知る」      ８月１日（火） 
                    ～２７日（日）  
○杉のアロマでディフューザー作り 
                     ８月 ７日（月）～ ９日（水） 
                                ８月１６日（水）～１８日（金） 
○杉材のイス作り        ８月１９日（土） 



H29.8.1
月　　日 時　間 参加費 定員 場　所

８月４～６日
８月１１～１７日

もりの案内人さんの
木の枝クラフト

10：00～12：00
13：00～15：00

500円/人
材料がなくなり

次第終了
ビジターセンター前

テント

８月４、５日
８月１２～１７日

もりの案内人さんの
夏の里山ガイド

10：00～12：00
13：00～15：00

200円/人
（幼児無料）

各回20名 全エリア

８月１日(火)～８月２０日(日)
プレ２０周年

フォレストパークあだたら
クイズラリー

10：00～16：00 無　料 ありません 全エリア

８月１日(火)～８月２７日(日）
福島県森林文化調査・公開体験事業

体験展示「杉を知る」
9：00～21：00 無料 ありません

ビジターセンター
ロビー

８月６日(日)
自然あそび事業

もりの冒険隊～夏の森の虫探し～
10：00～1１：３0
13：00～14：30

無料 各回20名
ビジターセンター

集合

8月7日（月）～9日（水）
8月16日（水）～18日（金）

福島県森林文化調査・公開体験事業
杉のアロマでディフューザー作り

10：00～12：00
13：00～15：00

無料
各日各回
10名程度

ビジターセンター
ロビー

８月11日（金）
自然あそび事業

小川で生き物を探そう！
10：00～1２：00
13：30～15：00

無料
定員になりまし

た
ビジターセンター

集合

８月１１日(金)～１５日（火）
おもちゃ屋さんの
割りばしゴム鉄砲

10：00～16：00 500円/人
材料がなくなり

次第終了
ビジターセンター

ロビー

８月１１日(金)～１５日（火）
珊瑚のフォトフレームづくり
くるくるレインボーづくり

10：00～16：00 500円/人
材料がなくなり

次第終了
ビジターセンター

ロビー

８月１１日(金)・１２日(土) フラワークラフト 10：00～16：00 500円/人
材料がなくなり

次第終了
ビジターセンター

ロビー

８月１２日(土)・１３日(日)
１４日（月）

どんぐりハウスの
ネイチャークラフト

10：00～16：00 500円/人
材料がなくなり

次第終了
ビジターセンター

ロビー

８月１４日(月)・１５日(火) アロマスプレーづくり 10：00～16：00 500円/人
材料がなくなり

次第終了
ビジターセンター

ロビー

８月１１日(金)～１４日（月）
自然あそび事業
ナイトハイク

18：30～20：00 無料 各回20名
ビジターセンター

集合

８月１2日(土) コカリナコンサート 19：00～20：00 無料 ありません
ビジターセンター

ロビー

①フォトフレームに珊瑚を飾り付けて、自分だけのオリジナルフォトフレームを作
ります。　②きらきらひかる特製の紙を使って、色鮮やかなおもちゃを作ってみよ
う！くるくる回して遊んでね！

ドライフラワーを使って花ぼうしをつくります。好きな花や葉を飾り付けてオリジ
ナルのクラフトを楽しみましょう。他にも花束の飾り物も作れますよ！

森の香りの成分には癒しの効果があります。好きな香りをブレンドして自分だけの
アロマオイルスプレーをつくり、癒しの時間を満喫しましょう。あなただけの特別
な香りが見つかるかも。

 虫や動物の声を聴いたり、夜の暗さを体験したり、ドキドキ、ワクワクの夜の森
を探検しよう！　※長袖、長ズボン、虫よけを準備してください。あれば懐中電
灯。

平成２９年度　フォレストパークあだたら　夏休み期間イベントスケジュール
※定員があるイベントについては、事前にお電話にてお申込みください。それ以外のイベントは当日受付です。

内　　　　　　　容

コカリナを知っていますか？コカリナは木でできたオカリナに似た楽器で、森の中
にいるような癒やしの音色が特徴です。演奏会の後は体験演奏もありますよ！ぜひ
みなさんご参加下さい。

もりの案内人のガイドで、夏の森の中を歩きましょう。日差しが厳しくても、森の
木々の中を歩けばやわらかい光になります。夏のエネルギーに満ち溢れた森を楽し
く歩きましょう。

森の木や自然素材を使って小物入れを作ります。かわいい動物を飾り付けて、自分
だけの作品に仕上げましょう！

杉の特徴と利用の歴史、杉の今を知る、杉の魅力と新たな活用をテーマに、香りや
手触り、重さなど、杉を直接体験していただける展示です。

間伐材で作ったクラフトに、杉の葉から抽出したアロマオイルを染み込ませて、オ
リジナルのディフューザーを作ります。
杉の葉のアロマオイルは、福島県南会津産の杉から抽出したものです。

フォレストパークにはきれいな小川があり、そこにはいろいろな生き物が住んでい
ます。きれいな川にはどんな生き物が見られるでしょうか。川の生き物を網で捕ま
えて調べてみましょう。※見つけた生き物は、持ち帰りできません。水に入るため
長靴をお持ちください。

もりの案内人のガイドで、セミやクワガタなど夏の虫を探しながら森を探検しま
しょう！どんな虫がみつかるかな？また、虫捕り網の使い方、虫の持ち方などもわ
かりやすくお伝えします。※見つけた虫は観察のみで持ち帰りできません。

割り箸と輪ゴムを使って『ゴム鉄砲』を作りましょう。富岡町のおもちゃ屋さん
『すてっぷ1』の店長がやさしく作り方を教えてくれます。もちろん遊び方も！ゴ
ム鉄砲が完成したら射的で景品をＧｅｔしよう！

ノコギリやナイフ、ナタなど普段使うことができない道具を使い、木の枝を加工し
て、オリジナルのクラフトを作ります。『もりの案内人』が優しくサポートしま
す。※制作には約１時間かかります。

フォレストパーク全域をつかったクイズラリー！来年２０周年を迎えるフォレスト
パークあだたらの歴史にちなんだクイズがラリー形式で登場！全て正解してお菓子
をゲットしよう！



８月19日(土)
福島県森林文化調査・公開体験事業

杉材のイス作り
10：00～12：00 無料

10組
（20名程度）

炭焼き体験施設前
デッキ

８月19日(土)
自然あそび事業
もりの冒険隊

～もりの生き物の不思議を探ろう～

10：00～1１：３0
13：30～15：00

無料 各回20名 森林館周辺

８月20日(日)
自然あそび事業

もりの冒険隊～夏の森の虫探し～
10：00～1１：３0
13：00～14：30

無料 各回20名
ビジターセンター

集合

８月１３日(日)・１4日(月)
あだたらおいしいもの市

あだたら高原 アイスクリームガーデ
ン

10：00～16：00 ー －
ビジターセンター前

８月１３日(日)・１4日(月)
あだたらおいしいもの市

こぶしの里
10：00～16：00 ー －

ビジターセンター前

８月12日(土)・１３日(日)
あだたらおいしいもの市

パン香房　風庵
10：00～16：00 ー －

ビジターセンター前

★イベントのお申込み、問い合わせは、「ふくしま県民の森フォレストパークあだたら（電話０２４３－４８－２０４０）」まで

福島県玉川村にある道の駅です。玉川村の新鮮野菜や加工品を販売します。トマト
ジュースやキュウイみたいなさるなしの実の加工品もおすすめですよ。

福島県本宮市にあるパン屋さん。白神天然酵母と北海道産小麦粉「はるゆたか」で
焼き上げたおいしいパンを販売します。ＢＢＱまでの合間に、お土産に是非どう
ぞ！

　ご注意！・当日の天候や講師の都合等によりプログラムを中止･内容を変更することがありますので予めご了承ください。

もりの案内人のガイドで、セミやクワガタなど夏の虫を探しながら森を探検しま
しょう！どんな虫がみつかるかな？また、虫捕り網の使い方、虫の持ち方などもわ
かりやすくお伝えします。※見つけた虫は観察のみで持ち帰りできません。

福島県二本松市にあるアイスクリーム屋さん。安達太良山麓の契約牧場で生産され
たしぼりたての生乳を使ったアイスクリームを販売します。様々なテイストをお楽
しみください。

森の中に隠された人工物を探すことで、生き物の擬態（ぎたい）を学ぶ「カモフ
ラージュ」など、森の中を五感を研ぎ澄まして探検します！生き物の知恵や、普段
は感じない森の気配や音、においなど発見がいっぱいですよ！お土産のクラフトつ
くりも楽しいです

杉の集成材を使ったイス作り体験です。大工さんから玄翁（げんのう）や差し金な
ど道具の使い方を教わって作ります。また、杉材をカンナで削る体験も行います。


