青少年の体験活動ボランティア活動情報(平成29年4月～9月)
NO

実施期日

事

業

名

実施場所

時 間

事 業 内 容

対象 (定員)

参加費

連絡先

申込み

主 催 者

1 4月15日(土)

春の植物を見つけよう

宇都宮市

宇都宮市多気山のコナラ林、草地などに見られる春の植物を観察し
ます。
持ち物：筆記用具、ルーペ、昼食、雨具など

2 4月22日（土）

釜川コケ落とし大作戦

釜川じゃぶじゃぶ池

釜川の親水スポット「じゃぶじゃぶ池」及び周辺の清掃活動。

ネイチャーウォーク大沼公園

春を待ち望んだ森の息吹を感じながら、雪解けの森へ。春一番！雪
塩原自然研究路大沼公
解けが進む森をじっくり観察。そこに住む小さな生き物たちを中心に
園
観察ハイキングプログラム。

4 4月29日（土）

いきものつながり講座

宇都宮市東図書館

身近な草花について図鑑で調べ、押し葉標本を作ります。外来植物
の影響などを学びます。

5 4月30日（日）

鎧を着てみよう①

栃木県立博物館

気持ちは武士！昔の人になりきって鎧を着てみよう。かっこよく着こな
14:00～15:30
せるかな？

小学生
定員なし

無料

当日

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

6 4月30日(日)

奥日光バードウォッチング三昧

日光市・戦場ヶ原

渡来したばかりの夏鳥たちに出会うバードウォッチング体験。

親子・一般
20名

2,000円

メールフォーム等

日光自然博物館
TEL：0288-55-0880
URL http://www.nikko-nsm.co.jp/

日光自然博物館

7 5月3日（水）

おりがみ「かぶと」

栃木県立博物館

5月5日は端午の節句。折り紙で「かぶと」を作ろう。かっこよくできるか
14:00～15:30
な？

小学生
定員なし

無料

なし

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

戦場ヶ原春のガイドウォーク

日光市・戦場ヶ原

春を迎えつつある戦場ヶ原を自然解説員の案内で散策・体感する。

10:00～12:00
13:30～15:30

親子・一般
20名

500円

当日受付

日光自然博物館
TEL：0288-55-0880

日光自然博物館

子どもフェスタ in 文化の森 2017

うつのみや文化の森
（宇都宮美術館）

子どもたちを対象としたイベントの実施。理科実験、模擬店の実施
等。

10：00～15：00 一般（全年齢対象）

無料（一部模擬店等あ
なし
り）

URL http://www.utsunomiya-cvb.org/4490html 参照

子どもフェスタ in 文化の森
実行委員会

3

8

4月22日（土）
4月23日（日）

5月3日(水・祝）
～5月7日(日)

9 5月5日(金)

10:00～14:00

小学生（中学年以上、保護者同
伴）
保険料100円
20名

電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

10:00～12:00

20名

無料

電話または直接窓口
へ

宇都宮市まちづくりセンター「まちぴあ」事務局
TEL：028-661-2778

宇都宮市まちづくりセンター
「まちぴあ」

9:30～12:00

年長～高校生
30名

500円
小学生は半額250円、
未就学児は無料

電話、FAX、メール
（事前予約制）

塩原温泉ビジターセンター
TEL：0287-32-3050 FAX：0287-32-3050
URL http://www.siobara.or.jp/vc/

塩原温泉ビジターセンター

10:00～12:00

小学5年生以上（小学生は保護
無料
者同伴）

電話

宇都宮市東図書館
TEL：028-638-5614

会場施設と栃木県立博物館

10:00～14:00

10 5月6日(土)

夜の観察会
那須塩原市
「カエルとサンショウウオの夕べ」

繁殖のために夜の湿原に集まるサンショウウオ、イモリ、カエルを観
察します。
持ち物：ライト、セーター・手袋などの防寒具、雨具、長靴

18:30～21:00

小学生以上（保護者同伴）
20名

保険料100円

電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

11 5月6日（土）

釜川コケ落とし大作戦

釜川じゃぶじゃぶ池

釜川の親水スポット「じゃぶじゃぶ池」及び周辺の清掃活動。

10:00～12:00

20名

無料

電話または直接窓口
へ

宇都宮市まちづくりセンター「まちぴあ」事務局
TEL：028-661-2778

宇都宮市まちづくりセンター
「まちぴあ」

12 5月13日(土)

春の磯をのぞいてみよう

ひたちなか市

生物の進化は海から始まりました。身近な磯に暮らす多様な生き物
を観察し、生物の進化を考えます。
持ち物：雨具、長靴、軍手、飲み物、できれば小さな網、小型水槽、
ルーペ

10:00～12:00

小学生以上（保護者同伴）
20名

保険料100円

電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

13 5月13日（土）

近代“日光”の軌跡

壬生町中央公民館

栃木県立博物館・壬生町歴史民俗資料館連携講座。
全6回のうちの1回目。

13:30～15:30

一般
50名

無料

電話

壬生町中央公民館
TEL：0282-82-0108

会場施設と栃木県立博物館

①5月13日（土）
②8月3日（木）
14 ③9月30日（土）
～10月1日（日）
（1泊）

キッズ体験隊
（3回目は防災キャンプとして実
施）
（3回連続講座）

栃木県芳賀青年の家

創作活動をはじめ、アドベンチャー活動や野外炊飯、糸車体験、武者
①②9:00～
絵描き体験等をします。3回目は防災キャンプとして実施し、発達段階
小学生
15:30
に応じた学習プログラムにより、防災に関する知識・技能の習得を図
30名
③9:00～20:00
るとともに災害時にもたくましく生き抜く力を身につけます。

①1500円 ②1000円
③4000円 （※変更の
場合あり）

栃木県芳賀青年の家
ハガキかＦＡＸ（電話で 〒321-4217 益子町益子4470
は確認のみ）
TEL：0285-72-2273 FAX：0285-72-7434
E-mail:haga-seinen@pref.tochigi.lg.jp

無料

事前に電話

15

5月13日(土）
～14日(日）

大花壇受け替え

とちぎ花センター

とちぎ花センターのシンボル大花壇に３万株の春の花苗を植え付け
ます。

16

5月13日(土)
～14日(日)
（1泊2日）

磯釣り入門

とちぎ海浜自然の家

釣り道具の扱い方や、釣りの仕方を学びながら、大洗の磯場で釣りを 11:00～翌日
楽しみます。初心者向けの釣り教室です。
12:00

大人：5,200円、高校生：
栃木県民一般(小学４年生以上） 3,700円
約40名
中学生：2,900円、小学
生：2,700円

とちぎ海浜自然の家
電話、FAX、メール、は
〒321-1412 茨城県鉾田市玉田336-2
がき
TEL：0291-37-4004 FAX：0291-37-4008
（申込期間：3月6日～4
E-mail：kaihin-info@tmf.or.jp
月10日）
URL http://tochigikaihin.jp/

5月中-下旬
17 ※開花状況で決
定

ナスヒオウギアヤメ鑑賞会
※HPで正式日時を発表

栃木県中央公園

昭和天皇ゆかりのアヤメについて解説を聞きながら鑑賞します。

-

全年齢
20名

保険料100円

当日

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

18 5月20日（土）

まが玉をつくろう

栃木県立博物館

ピカピカになるまで石を磨いて、古代のアクセサリー「まが玉」を完成
させよう！

14:00～15:30

小学生
30名

無料

電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

9:00～11:00

小学生以上

とちぎ花センター
TEL：0282-55-5775

栃木県芳賀青年の家

とちぎ花センター

とちぎ海浜自然の家

NO

実施期日

事

業

名

実施場所

事 業 内 容

時 間

対象 (定員)

参加費

連絡先

申込み

主 催 者

19:45～21:15
（予定）

親子・一般
20名

1,000円

メールフォーム等

日光自然博物館
TEL：0288-55-0880
URL http://www.nikko-nsm.co.jp/

日光自然博物館

9:30～12:00

年長～高校生
30名

500円
小学生は半額250円、
未就学児は無料

電話、FAX、メール
（事前予約制）

塩原温泉ビジターセンター
TEL：0287-32-3050 FAX：0287-32-3050
URL http://www.siobara.or.jp/vc/

塩原温泉ビジターセンター

運動会前となるこの時期に、親子で速く走るコツを楽しく学んでいきま
す。本講座では特に、『速く走るためのコツ』『体の使い方』を紹介して
小山工業高等専門学校 いきます。
10:00～12:30
持ち物：動きやすい服装、飲み物、（必要な方は）着替え、雨天の場
合は上履き（体育館で実施するため）

小学生とその保護者
50組

無料

電話、FAX、メール

小山工業高等専門学校
TEL：0285-20-2197 FAX：0285-20-2880
E-mail：kouza@oyama-ct.ac.jp
URL http://www.oyama-ct.ac.jp/contents/kokaikoza.html

小山工業高等専門学校

塩原自然研究路新湯富 新緑の新湯富士の森へ！新緑の木々に囲まれた湿原と沼･･･野鳥の
9:30～14:00
士
声を聞きながら春の森を観察ハイキングプログラム。

年長～高校生
30名

500円
小学生は半額250円、
未就学児は無料

電話、FAX、メール
（事前予約制）

塩原温泉ビジターセンター
TEL：0287-32-3050 FAX：0287-32-3050
URL http://www.siobara.or.jp/vc/

塩原温泉ビジターセンター

栃木県立博物館・壬生町歴史民俗資料館連携講座。全6回のうちの2
13:30～15:30
回目。

一般
50名

無料

電話

壬生町中央公民館
TEL：0282-82-0108

会場施設と栃木県立博物館

19 5月20日(土)

春の中禅寺湖畔ナイトハイキング 日光市・中禅寺湖畔

中禅寺湖畔で暗闇体験や夜の生きものの姿を観察します。

20 5月20日（土）

ネイチャーウォーク大沼公園

塩原自然研究路大沼公 春の山野草咲く芽吹きの森へ。新緑の木々に囲まれた湿原と沼･･･
園
野鳥の声を聞きながら春の森を観察ハイキングプログラム。

21 5月20日（土）

小学生かけっこ教室
速く走るコツをつかんで『かけっ
こ』速くなろう！！
（第1回）

22 5月21日（日）

ネイチャーウォーク大沼公園

23 5月27日（土）

国際観光都市“NIKKO”を訪れた
壬生町中央公民館
外国人

科学工作教室

栃木県子ども総合科学
館

2時間程度でできる科学工作を行います。

13:30～15:30

小学生以上(小学１～2年生は保
電話(先着順)
栃木県子ども総合科学館
材料費500～1000円程
護者同伴)
※開催日の1か月前か TEL：028- 659-5555
度(実費)
各回30名程度
ら受付
URL http://www.tsm.utsunomiya.tochogi.jp/

栃木県子ども総合科学館

25 5月28日（日）

エビ・カニ・ヤドカリのふしぎ

芳賀町総合情報館

エビ・カニ・ヤドカリの違いや暮らしぶり、栃木のエビ・カニを、様々な
写真とともに紹介します。

14:00～15:30

小学生以上（保護者同伴）
40名

無料

電話

芳賀町総合情報館
TEL：028-677-2525

会場施設と栃木県立博物館

26 6月3日(土)

モリアオガエル観察会

塩谷町

夜の水辺に集まるモリアオガエルやその他のカエル類を観察します
。
持ち物：ライト、防寒具、雨具、長靴 ※注 小雨決行

19:00～21:00

小学生以上（保護者同伴）
30名

保険料100円

電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

27 6月3日(土)

ミジンコやアオミドロを見てみよう 栃木県立博物館

ミジンコやアオミドロなどの田んぼの小さな生きものを観察します。
持ち物：筆記用具

10:00～12:00

小学生以上（保護者同伴）
30名

無料

電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

28 6月3日（土）

釜川コケ落とし大作戦

釜川じゃぶじゃぶ池

釜川の親水スポット「じゃぶじゃぶ池」及び周辺の清掃活動。

10:00～12:00

20名

無料

電話または直接窓口
へ

宇都宮市まちづくりセンター「まちぴあ」事務局
TEL：028-661-2778

宇都宮市まちづくりセンター
「まちぴあ」

親子統計教室①

統計グラフの作り方についての講義の後、親子で紙を貼ったり、絵を
栃木県庁本館６階 大会議室１
13:00～15:30
描いたりしながらポスター状の作品を作成します。

24

5月27日（土）
5月28日（日）

29 6月3日（土）

県内の小学生（3年生以上）とそ
の保護者
無料
30組60名

栃木県県民生活部統計課
申込書の持参、郵送、 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20
FAX、
TEL：028-623-2242 FAX：028-623-2247 Eメール
mail:tokeika@pref.tochigi.lg.jp
URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/c04/

栃木県

子ども会やジュニア・リーダース
クラブおよび青少年健全育成団
体に関わる中学生・高校生（約 2,000円
30名）＊全国子ども会安全共済
会に加入している者

所属する各市町子連
事務局を通し、指定の
申込書にて申し込む。
＊案内文書は４月以降
に各市町子連事務局
へ発送。

(一社)栃木県子ども会連合会事務局
〒320-0066 宇都宮市駒生1-1-6 栃木県教育会館内
TEL：028-621-1154 ＦＡＸ：028-621-1124
URL http//tochigikenkoren.or.jp/

一般社団法人
栃木県子ども会連合会

13:30～16:30

中学生

無料

電話、FAX、メール

小山工業高等専門学校
TEL：0285-20-2197 FAX：0285-20-2880
E-mail：kouza@oyama-ct.ac.jp
URL http://www.oyama-ct.ac.jp/contents/kokaikoza.html

小山工業高等専門学校

子ども会やジュニア・リーダースクラブおよび青少年健全育成団体に
関わる中学生・高校生が一堂に会し、自然体験学習の指導法や子ど 1泊2日
もの育成等を学びます。

6月3(土)
30
～4日（日）

栃木県子ども会ジュニア・リーダー大会
なす高原自然の家

31 6月4日（日）

シリーズ ザ 電子工作 NO.18
「赤外線距離計の製作」

32 6月10日（土）

わかぱたぱた-百人一首うちわをつくろう栃木県立博物館

百人一首の和歌を書いたり、ぬり絵をして、博物館オリジナルの「扇
形うちわ」を作ろう。

14:00～15:30

小学生
定員なし

無料

当日

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

33 6月10日(土)

栃木の民話語り

栃木県立博物館

栃木県につたわる民話を語りべさんに語ってもらいます。

11:00～12:00

全年齢
200名

無料

電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

34 6月10日(土)

生物・地学収蔵庫ガイド

栃木県立博物館

いつもは一般立入り禁止の生物収蔵庫と地学収蔵庫に特別にご案
内します。
※注 研修室に集合後、動物植物収蔵庫と地学収蔵庫で見学。1回
目と２回目は同じ内容。

13:30～15:00

小学校高学年以上
20名

無料

電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

35 6月10日（土）

火山灰は宝石箱

那須烏山市南那須公民館火山灰の中にはキレイな鉱物がいっぱい！洗い出して観察しよう！

10:00～12:00

小学生以上（保護者同伴）
30名

無料

電話

那須烏山市文化振興課
TEL：0287-88-6224

会場施設と栃木県立博物館

6月10日(土)
～11日(日)
（1泊2日）

海浜の旬・メロン

とちぎ海浜自然の家

栃木県民一般
約250名

未定

とちぎ海浜自然の家
電話、FAX、メール、は
〒321-1412 茨城県鉾田市玉田336-2
がき
TEL：0291-37-4004 FAX：0291-37-4008
（申込期間：4月3日～5
E-mail：kaihin-info@tmf.or.jp
月8日）
URL http://tochigikaihin.jp/

36

小山工業高等専門学校 赤外線センサーを使った距離計の製作を通して、センサーの仕組
サテライトキャンパス
み、電子回路の仕組みを理解し、電子工作の技術を学びます。

茨城特産のメロン狩りを体験したり、メロンの試食をしたりする他、砂 11:00～翌日
浜活動や創作活動を行います。
12:00

とちぎ海浜自然の家

NO

実施期日

事

業

名

実施場所

事 業 内 容

時 間

対象 (定員)

参加費

連絡先

申込み

主 催 者

小学生
定員なし

無料

当日

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

初夏の山野草と樹木をじっくり観察！モリアオガエルと初夏の森。初
塩原自然研究路大沼公園夏の花々やモリアオガエルをはじめとする小さな生き物たちの生態を 9:30～12:00
観察するプログラム。

年長～高校生
30名

500円
小学生は半額250円、
未就学児は無料

電話、FAX、メール
（事前予約制）

塩原温泉ビジターセンター
TEL：0287-32-3050 FAX：0287-32-3050
URL http://www.siobara.or.jp/vc/

塩原温泉ビジターセンター

ネイチャーウォーク大沼公園

初夏の山野草と樹木をじっくり観察！モリアオガエルと初夏の森。初
塩原自然研究路大沼公園夏の花々やモリアオガエルをはじめとする小さな生き物たちの生態を 9:30～12:00
観察するプログラム。

年長～高校生
30名

500円
小学生は半額250円、
未就学児は無料

電話、FAX、メール
（事前予約制）

塩原温泉ビジターセンター
TEL：0287-32-3050 FAX：0287-32-3050
URL http://www.siobara.or.jp/vc/

塩原温泉ビジターセンター

科学工作教室

栃木県子ども総合科学
館

2時間程度でできる科学工作を行います。

小学生以上(小学１～2年生は保
電話(先着順)
栃木県子ども総合科学館
材料費500～1000円程
護者同伴)
※開催日の1か月前か TEL：028- 659-5555
度(実費)
各回30名程度
ら受付
URL http://www.tsm.utsunomiya.tochogi.jp/

41 6月25日(日)

戦場ヶ原花ハイキング

日光市・戦場ヶ原

初夏の戦場ヶ原をワタスゲなどの植物を楽しみながらのんびりハイキ 10:00～12:00
ング。
（予定）

親子・一般
20名

500円

42 7月1日（土）

PowerPoint2016講座

小山工業高等専門学校

この講座では、PowerPoint2016の基本操作をマスターし、簡単なプレ
9:00～12:00
ゼンテーションスライドを作成していきます。

中学生以上
10名

テキスト代（事前に購入していただきます）
電話、FAX、メール

43 7月1日（土）

親子統計教室②

統計グラフの作り方についての講義の後、親子で紙を貼ったり、絵を
栃木県庁本館６階 大会議室１
13:00～15:30
描いたりしながらポスター状の作品を作成します。

県内の小学生（3年生以上）とそ
の保護者
無料
30組60名

栃木県県民生活部統計課
申込書の持参、郵送、 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20
FAX、
TEL：028-623-2242 FAX：028-623-2247
メール
E-mail:tokeika@pref.tochigi.lg.jp
URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/c04/

44 7月8日（土）

イングリッシュカフェ

コミュニケーション力重視の昨今、学校の授業ではなかなか体験する
小山工業高等専門学校 ことのできない日本に関する魅力を英語で発信することを学習してい 10:00～11:30
きます。

中学生～大学生

無料

電話、FAX、メール

海浜夏まつり

とちぎ海浜自然の家

地引き網や塩づくり、砂浜活動など、栃木県民が日頃味わうことので
11:00～翌日
きない海の体験活動を行います。おまつり広場でおまつり気分を味わ
12:00
うとともに、茨城県の郷土に伝わる磯節を鑑賞・体験します。

栃木県民一般
約250名

未定

とちぎ海浜自然の家
電話、FAX、メール、は
〒321-1412 茨城県鉾田市玉田336-2
がき
TEL：0291-37-4004 FAX：0291-37-4008
（申込期間：5月1日～6
E-mail：kaihin-info@tmf.or.jp
月5日）
URL http://tochigikaihin.jp/

とちぎ海浜自然の家

46 7月15日（土）

釜川コケ落とし大作戦

釜川じゃぶじゃぶ池

釜川の親水スポット「じゃぶじゃぶ池」及び周辺の清掃活動（とちぎ
YMCA事業に参加するアメリカ人高校生も参加予定） ※実施日変更 10:00～12:00
の可能性あり

20名

無料

電話または直接窓口
へ

宇都宮市まちづくりセンター「まちぴあ」事務局
TEL：028-661-2778

宇都宮市まちづくりセンター
「まちぴあ」

47 7月15日（土）

小学生かけっこ教室
速く走るコツをつかんで『かけっ
こ』速くなろう！！
（第2回）

運動会前となるこの時期に、親子で速く走るコツを楽しく学んでいきま
す。本講座では特に、『速く走るためのコツ』『体の使い方』を紹介して
小山工業高等専門学校 いきます。
10:00～12:30
持ち物：動きやすい服装、飲み物、（必要な方は）着替え、雨天の場
合は上履き（体育館で実施するため）

小学生とその保護者
50組

無料

電話、FAX、メール

小山工業高等専門学校
TEL：0285-20-2197 FAX：0285-20-2880
E-mail：kouza@oyama-ct.ac.jp
URL http://www.oyama-ct.ac.jp/contents/kokaikoza.html

小山工業高等専門学校

48 7月15日（土）

Excel総合講座

Excelの基本から応用までを実践的に学習します。具体的には、表計
小山工業高等専門学校 算、グラフ作成、データベース機能の活用方法を学びます。また、分 10:00～16:00
析ツールを用いたやや上級者向けの内容も行います。

中学生以上
10名

テキスト代（事前に購入
電話、FAX、メール
していただきます）

小山工業高等専門学校
TEL：0285-20-2197 FAX：0285-20-2880
E-mail：kouza@oyama-ct.ac.jp
URL http://www.oyama-ct.ac.jp/contents/kokaikoza.html

小山工業高等専門学校

年長～高校生
30名

500円
小学生は半額250円、
未就学児は無料

電話、FAX、メール
（事前予約制）

塩原温泉ビジターセンター
TEL：0287-32-3050、FAX：0287-32-3050
URL http://www.siobara.or.jp/vc/

塩原温泉ビジターセンター

37 6月11日（日）

十二単を着てみよう①

栃木県立博物館

38 6月11日（日）

ネイチャーウォーク大沼公園

39 6月18日（日）

40

45

6月24日（土）
6月25日（日）

7月8日(土)
～9日(日)
（1泊2日）

平安時代の女性の着物「十二単」を羽織って、気分は平安美人。

14:00～15:30

13:30～15:30

メールフォーム等

栃木県子ども総合科学館

日光自然博物館
TEL：0288-55-0880
URL http://www.nikko-nsm.co.jp/

日光自然博物館

小山工業高等専門学校
TEL：0285-20-2197 FAX：0285-20-2880
E-mail：kouza@oyama-ct.ac.jp
URL http://www.oyama-ct.ac.jp/contents/kokaikoza.html

小山工業高等専門学校

小山工業高等専門学校
TEL：0285-20-2197 FAX：0285-20-2880
E-mail：kouza@oyama-ct.ac.jp
URL http://www.oyama-ct.ac.jp/contents/kokaikoza.html

栃木県

小山工業高等専門学校

49

7月15日（土）
7月16日（日）

ネイチャーウォーク大沼公園

塩原自然研究路大沼公 ハッチョウトンボと夏の森。夏の山野草や樹木観察。ハッチョウトンボ
9:30～12:00
園
の生態観察。夏の森観察プログラム。

50

7月15日(土）
～16 日(日）

大花壇受け替え

とちぎ花センター

とちぎ花センターのシンボル大花壇に3万株の夏の花苗を植え付けま
9:00～11:00
す。

小学生以上

無料

事前に電話

とちぎ花センター
TEL：0282-55-5775

とちぎ花センター

51 7月17日（月）

七夕飾りをつくろう

栃木県立博物館

いろとりどりの折り紙で七夕飾りを作るよ。願いを込めて短冊と一緒
に飾ろう。

小学生
定員なし

無料

当日

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

52 7月22日（土）

楽しい工作を通してカメラの仕組みを学びます。市販のコピーアート
手作りカメラを作って写真を撮ろう 小山工業高等専門学校 ペーパーを使用することによって、カメラをご自宅に持ち帰っても写真 9:00～15:00
を撮ることができます。

小学生～中学生
20名

無料

小山工業高等専門学校
とちぎ子どもの未来創
TEL：0285-20-2197 FAX：0285-20-2880
造大学
E-mail：kouza@oyama-ct.ac.jp
申込みフォーム
URL http://www.oyama-ct.ac.jp/contents/kokaikoza.html

小山工業高等専門学校

15,000円

栃木県立太平少年自然の家
メール、FAX、ハガキ
〒328-0054 栃木市平井町638
（申込期間：5月18日～
TEL：0282-24-8551 FAX：0282-24-8569
31日）
E-mail:ohira-syounen@pref.tochigi.lg.jp

栃木県教育委員会

53

7月23日（日）
～26日（水）
（3泊4日）

どきどきキャンプ

14:00～15:30

3泊4日
栃木県立太平少年自然 防災に関する体験活動をとおして、非常時に役立つ知識や技能を身 ※6月に参加者 県内の小学4～6年生
の家 他
につけ、生きる力や命を守る心を養おう。
への事前説明 25名
会の予定あり。

NO

実施期日

事

業

名

実施場所

事 業 内 容

時 間

対象 (定員)

参加費

連絡先

申込み

主 催 者

54 7月25日（火）

ペットボトルロケットを作って飛ば
ペットボトルでロケットを作る製作会とロケットを飛ばして距離を測る協
そう
小山工業高等専門学校 議会を行います。親子・兄弟姉妹・友達同士等で参加して、どのくらい 13:00～16:00
～ペットボトルロケット飛行大会～
飛ぶかチャレンジしよう！！

小学生～中学生
15組30名

無料

小山工業高等専門学校
とちぎ子どもの未来創
TEL：0285-20-2197 FAX：0285-20-2880
造大学
E-mail：kouza@oyama-ct.ac.jp
申込みフォーム
URL http://www.oyama-ct.ac.jp/contents/kokaikoza.html

小山工業高等専門学校

55 7月26日（水）

プログラミング言語Scratchは、画面上の部品をつなげるだけで簡単
Scratchでプログラミング
にプログラムが組めます。この講座では、Scratchの基本操作を学
自分でゲームプログラムを作って 小山工業高等専門学校
9:00～12:00
び、簡単なゲームプログラムが組めるようになることを目指していきま
みよう
す。

小学校高学年～中学生
10名

無料

電話、FAX、メール

小山工業高等専門学校
TEL：0285-20-2197 FAX：0285-20-2880
E-mail：kouza@oyama-ct.ac.jp
URL http://www.oyama-ct.ac.jp/contents/kokaikoza.html

小山工業高等専門学校

56 7月27日（木）

My植物図鑑をつくろう①

栃木県立博物館

植物にはいろんな種類があるよ。葉っぱを使ったミニ図鑑作りの方法
14:00～15:30
を身に付けよう！

小学生
30名

無料

電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

57 7月28日（金）

My植物図鑑をつくろう②

栃木県立博物館

植物にはいろんな種類があるよ。葉っぱを使ったミニ図鑑作りの方法
14:00～15:30
を身に付けよう！

小学生
30名

無料

電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

パソコン組み立て講座（2回連続
講座）

本講座は、市販の組み立てキットを用い、プラスドライバーを使用して
小山工業高等専門学校 自分でパソコンを組み立て、Linux（リナックス） OSをインストールしま 9:00～15:00
す。

小学校高学年以上
5名

キット代（4万円程度）

電話、FAX、メール

小山工業高等専門学校
TEL：0285-20-2197 FAX：0285-20-2880
E-mail：kouza@oyama-ct.ac.jp
URL http://www.oyama-ct.ac.jp/contents/kokaikoza.html

小山工業高等専門学校

58

7月29日（土）
～30日（日）

カチカチ発電機をつくろう！
栃木県立博物館
～鉱物をヒントに生まれた発明～

カチカチ振るだけでＬＥＤが光る？！エコな発電機を作ってみません
か？
※注 ペンチなどの工具材料の調達の都合上、キャンセルをする場
合は速やかにご連絡ください。

10:00～11:30

小学生以上
20名

200円（部品代として）

電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

60 7月～8月（予定）

ボランティアサマースクール

矢板市きずな館等

ボランティア・福祉活動体験スクール
・認知症サポーター養成講座
・シニアクラブとの交流
・赤い羽根共同募金の羽根づくり
・児童館でのボランティア

9:00～12:00

矢板市内に在住する高校生ま
たは矢板市内の高等学校に通
学する生徒

無料

参加申込書をFAXまた
はメールにて提出（申
込書は窓口またはHP
から入手可）

矢板市社会福祉協議会（サマースクール担当）
TEL：0287-44-3000 FAX：0287-43-6661
E-mail：info@yaita-shakyo.org
URL http://yaita-shakyo.org/

矢板市社会福祉協議会

61 8月2日（水）

動物愛護ふれあいサマースクー
ル

栃木県動物愛護指導セ 栃木県動物愛護指導センターの業務の一部を体験し、動物愛護に関
10:00～15:00
ンター
する理解を深めます。

小学校4年生から中学校2年生
各日とも10組20名程度

無料

電話

栃木県動物愛護指導センター
TEL：028-684-5458
URL http://www.tochigi-douai.net/index.html

栃木県動物愛護指導セン
ター

8月2日（水）
～4日（金）
（2泊）

とちぎユースボランティアIN芳賀

栃木県芳賀青年の家

学校や地域で積極的に活動している中学生や高校生が集まり、様々
な体験や研修をとおしてボランティアリーダーとしてのスキルアップを 9:00～20:00
図ります。

県内の中学生・高校生
30名

専用の申込書（電話で 栃木県教育委員会事務局生涯学習課
6,000円（※変更の場合有り）
は確認のみ）
TEL：028-623-3404

ハンマーで石を割って化石を探そう！化石のレプリカも作るよ。もりだ
14:00～15:30
くさん！

小学生
30名

無料

電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

小学校4年生から中学校2年生
各日とも10組20名程度

無料

電話

栃木県動物愛護指導センター
TEL：028-684-5458
URL http://www.tochigi-douai.net/index.html

栃木県動物愛護指導セン
ター

親子・一般
20名

1,000円

電話

日光自然博物館
TEL：0288-55-0880

日光自然博物館

59 7月30日(日)

62

栃木県教育委員会

63 8月3日（木）

化石ざんまい-化石さがしとレプリ
栃木県立博物館
カつくり-

64 8月4日（金）

動物愛護ふれあいサマースクー
ル

栃木県動物愛護指導セ 栃木県動物愛護指導センターの業務の一部を体験し、動物愛護に関
10:00～15:00
ンター
する理解を深めます。

65 8月4日（金）

中禅寺湖畔ナイトハイキング

日光市・中禅寺湖畔

中禅寺湖畔で暗闇体験や夜の生きものの姿を観察します。

66 8月5日(土)

セミの羽化を観察しよう！

栃木県立博物館（講堂）

感動的なセミの羽化。どんな色か、どのように羽化するのかじっくり観
察しよう！
19:00～21:00
持ち物：懐中電灯、タオル、虫よけ、飲物、雨具、（必要に応じて）カメ
ラ等

小学生以上（保護者同伴）
50名

保険料100円

電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

67 8月5日（土）

十二単や鎧の着付け体験

佐野市郷土博物館

十二単や鎧を実際に身につけ、その重さや動きにくさなどを体験しよ
13:00～15:00
う。

小学生以上
定員なし

無料

電話

佐野市郷土博物館
TEL：0283-22-5111

会場施設と栃木県立博物館

68 8月5日（土）

戦場ヶ原ナイトハイキング

日光市・戦場ヶ原

夜の戦場ヶ原を散策、暗闇や星、ホタルなどを楽しみます。

親子・一般
20名

1,000円

電話

日光自然博物館
TEL：0288-55-0880

日光自然博物館

69 8月5日（土）

ネイチャーウォーク大沼公園

塩原自然研究路大沼公 夏花咲く盛夏の森。高原山麓からのそよ風吹く、緑に包まれる森へ出
9:30～12:00
園
かけます。夏の森観察プログラム。

年長～高校生
30名

500円
小学生は半額250円、
未就学児は無料

電話、FAX、メール
（事前予約制）

塩原温泉ビジターセンター
TEL：0287-32-3050、FAX：0287-32-3050
URL http://www.siobara.or.jp/vc/

塩原温泉ビジターセンター

戦場ヶ原ガイドウォーク

日光市・戦場ヶ原

戦場ヶ原を自然解説員の案内で楽しむ、短時間・短距離のガイド
ウォーク。

10:00～11:00
13:00～14:00

親子・一般
20名

500円

当日受付

日光自然博物館
TEL：0288-55-0880

日光自然博物館

71 8月6日（日）

昆虫スケッチをしよう

さくら市ミュージアム

鬼怒川の河原で昆虫採集！持ち帰ってじっくり観察し、スケッチしま
す。

9:00～12:00

小学生以上（保護者同伴）
20名

無料

電話

さくら市ミュージアム
TEL：028-682-7123

会場施設と栃木県立博物館

72 8月6日（日）

夏休み自由研究企画
オニムシミステリーツアー

塩原温泉ビジターセン
ターレクチャールーム、
前山国有林

夏休み自由研究プログラム。クワガタムシを中心とした昆虫の生態・
飼育法を通して、夏の森を学習するプログラム。

9:30～12:00

年長～高校生
30名

1,200円

塩原温泉ビジターセンター
電話、FAX、メール（事
TEL：0287-32-3050、FAX：0287-32-3050
前受付）
URL http://www.siobara.or.jp/vc/

70

8月5日（土）
8月6日（日）

19:45～21:15
（予定）

19:45～21:15
（予定）

塩原温泉ビジターセンター

NO

実施期日

事

業

名

実施場所

事 業 内 容

時 間

対象 (定員)

参加費

連絡先

申込み

年長～高校生
30名

500円
小学生は半額250円、
未就学児は無料

電話、FAX、メール
（事前予約制）

蒸気の力で動くポンポン蒸気船を作ります。道具や工作機械を用い
ものづくり教室「ポンポン蒸気船を
小山工業高等専門学校 てボイラーや船体を作る事を体験し、どうして船が進むのか考えてみ 9:00～12:00
作ろう」
ましょう。

小学生～中学生
12名

無料

小山工業高等専門学校
とちぎ子どもの未来創
TEL：0285-20-2197 FAX：0285-20-2880
造大学
E-mail：kouza@oyama-ct.ac.jp
申込みフォーム
URL http://www.oyama-ct.ac.jp/contents/kokaikoza.html

75 8月10日（木）

ペーパークラフト～いきもの百科
～

栃木県立博物館

身近にいる生き物を紙で作ってみよう。すてきな作品ができるかな。

14:00～15:30

小学生
30名

無料

電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

76 8月11日（金）

中禅寺湖畔ナイトハイキング

日光市・中禅寺湖畔

中禅寺湖畔で暗闇体験や夜の生きものの姿を観察します。

19:45～21:15
（予定）

親子・一般
20名

1,000円

電話

日光自然博物館
TEL：0288-55-0880

日光自然博物館

8月11日（金）
77 8月12日（土）
8月13日（日）

夏の森に触れてみよう！
ビジターセンター夏まつり

塩原温泉ビジターセン
ターレクチャールーム、
前山国有林

10:00～15:00
「作ってみよう」夏の森編！夏休み自由研究プログラム。森のこけ玉 ※都合の時間
年長～高校生
や木の実のフォトフレームの制作プログラムを通して、夏の森を学習 に来館
30名
するプログラム。
（1プログラム約
60分）

電話、FAX、メール
1プログラムにつき500円～1,000円
※当日受付あり

塩原温泉ビジターセンター
TEL：0287-32-3050、FAX：0287-32-3050
URL http://www.siobara.or.jp/vc/

塩原温泉ビジターセンター

78 8月12日（土）

土の中の生き物を探そう！In中央 栃木県立博物館（研修
公園
室）

私達の足元の土の中には、たくさんの生き物がいます。土壌動物を
採集し、顕微鏡で観察してどの仲間か調べます。
13:30～16:30
持ち物：筆記用具、野外で採集できる服装（長袖長ズボン）、軍手、雨
具、タオル、できればルーペ

小学生以上（保護者同伴）
20名

保険料100円

電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

79 8月12日（土）

まが玉をつくってみよう

佐野市郷土博物館

原石を削って、磨いて、オリジナルのまが玉を作ろう。

13:00～15:00

小学生以上（保護者同伴）
20名

無料

電話

佐野市郷土博物館
TEL：0283-22-5111

会場施設と栃木県立博物館

80 8月12日（土）

戦場ヶ原ナイトハイキング

日光市・戦場ヶ原

夜の戦場ヶ原を散策、暗闇や星、ホタルなどを楽しみます。

19:45～21:15
（予定）

親子・一般
20名

1,000円

電話

日光自然博物館
TEL：0288-55-0880

日光自然博物館

81 8月12日（土）

天体観望会①

栃木県立太平少年自然
大型望遠鏡で四季の天体や星座などを観測します。
の家

19:00～21:00

どなたでも

無料

事前申込不要

栃木県立太平少年自然の家
〒328-0054 栃木市平井町638
TEL：0282-24-8551 FAX：0282-24-8569
E-mail:ohira-syounen@pref.tochigi.lg.jp

栃木県立太平少年自然の
家

戦場ヶ原ガイドウォーク

日光市・戦場ヶ原

戦場ヶ原を自然解説員の案内で楽しむ、短時間・短距離のガイド
ウォーク。

10:00～11:00
13:00～14:00

親子・一般
20名

500円

当日受付

日光自然博物館
TEL：0288-55-0880

日光自然博物館

83 8月13日(日)

昆虫標本をつくろう！

栃木県立博物館

カミキリムシの標本をかっこうよく作ろう！
持ち物：縦横20cm、高さ8cmのものが入る箱（作った標本を持ち帰る
ため）

13:30～15:30

小学生以上（保護者同伴）
30名

無料

電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

84 8月17日（木）

天体観望会②

栃木県立太平少年自然
大型望遠鏡で四季の天体や星座などを観測します。
の家

19:00～21:00

どなたでも

無料

事前申込不要

栃木県立太平少年自然の家
〒328-0054 栃木市平井町638
TEL：0282-24-8551 FAX：0282-24-8569
E-mail:ohira-syounen@pref.tochigi.lg.jp

栃木県立太平少年自然の
家

85 8月18日（金）

まゆ玉で昆虫標本をつくろう

栃木県立博物館

カイコのまゆ玉で昆虫を作ってみよう。どんな昆虫に挑戦する？

14:00～15:30

小学生
30名

無料

電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

86 8月18日（金）

中禅寺湖畔ナイトハイキング

日光市・中禅寺湖畔

中禅寺湖畔で暗闇体験や夜の生きものの姿を観察します。

19:45～21:15
（予定）

親子・一般
20名

1,000円

電話

日光自然博物館
TEL：0288-55-0880

日光自然博物館

87 8月19日（土）

釜川コケ落とし大作戦

釜川じゃぶじゃぶ池

釜川の親水スポット「じゃぶじゃぶ池」及び周辺の清掃活動（地元商
店街が実施する、魚のつかみどり体験も実施予定） ※実施日変更
の可能性あり

9:30～11:30

20名

無料

電話または直接窓口
へ

宇都宮市まちづくりセンター「まちぴあ」事務局
TEL：028-661-2778

宇都宮市まちづくりセンター
「まちぴあ」

88 8月19日（土）

戦場ヶ原ナイトハイキング

日光市・戦場ヶ原

夜の戦場ヶ原を散策、暗闇や星、ホタルなどを楽しみます。

19:45～21:15
（予定）

親子・一般
20名

1,000円

電話

日光自然博物館
TEL：0288-55-0880

日光自然博物館

戦場ヶ原ガイドウォーク

日光市・戦場ヶ原

戦場ヶ原を自然解説員の案内で楽しむ、短時間・短距離のガイド
ウォーク。

10:00～11:00
13:00～14:00

親子・一般
20名

500円

当日受付

日光自然博物館
TEL：0288-55-0880

日光自然博物館

90 8月20日（日）

親子体験ボランティア

自治医科大学とちぎ子ど
親子で園芸ボランティアの体験活動を実施する。
も医療センター外庭

8:00～11:00

親子
15組30名

無料

電話

自治医科大学とちぎ子ども医療センターボランティア室
TEL：0285-58-7815

花咲jii

91 8月20日（日）

きのくにロボットフェスティバル
平成29年12月開催の「きのくにロボットフェスティバル2017第11回全
2017
日本小中学生ロボット選手権大会」に向け、ロボットを製作します。翌
小山工業高等専門学校
13:30～16:00
栃木県地区予選大会～ロープ運
週の8月27日（日）に開かれる栃木地区予選を勝ち抜いて、全国の舞
びロボットの製作および競技会～
台で自分だけのロボットを活躍させましょう。

小学校高学年
20名

無料

小山工業高等専門学校
とちぎ子どもの未来創
TEL：0285-20-2197 FAX：0285-20-2880
造大学
E-mail：kouza@oyama-ct.ac.jp
申込みフォーム
URL http://www.oyama-ct.ac.jp/contents/kokaikoza.html

92 8月25日（金）

中禅寺湖畔ナイトハイキング

親子・一般
20名

1,000円

電話

73 8月6日（日）

ネイチャーウォーク大沼公園

74 8月8日（火）

82

89

8月12日（土）
8月13日（日）

8月19日（土）
8月20日（日）

塩原自然研究路新湯富 夏花咲く新湯富士の夏の森へ！夏の森を観察ハイキングプログラ
士
ム。

日光市・中禅寺湖畔

中禅寺湖畔で暗闇体験や夜の生きものの姿を観察します。

8:30～12:30

19:45～21:15
（予定）

塩原温泉ビジターセンター
TEL：0287-32-3050、FAX：0287-32-3050
URL http://www.siobara.or.jp/vc/

主 催 者

日光自然博物館
TEL：0288-55-0880

塩原温泉ビジターセンター

小山工業高等専門学校

小山工業高等専門学校

日光自然博物館

NO

実施期日

事

業

名

実施場所

事 業 内 容

時 間

対象 (定員)

参加費

連絡先

申込み

主 催 者

93 8月26日(土)

サンショウウオのひみつ

ふみの森もてぎ

茂木町に生息するトウキョウサンショウウオを中心に、その体や暮ら
しに秘められた謎を紹介します。

13:30～14:30

小学生以上（保護者同伴）
50名

無料

申込用紙

ふみの森もてぎ
TEL：0285-64-1023

会場施設と栃木県立博物館

94 8月26日（土）

戦場ヶ原ナイトハイキング

日光市・戦場ヶ原

夜の戦場ヶ原を散策、暗闇や星、ホタルなどを楽しみます。

19:45～21:15
（予定）

親子・一般
20名

1,000円

電話

日光自然博物館
TEL：0288-55-0880

日光自然博物館

戦場ヶ原ガイドウォーク

日光市・戦場ヶ原

戦場ヶ原を自然解説員の案内で楽しむ、短時間・短距離のガイド
ウォーク。

10:00～11:00
13:00～14:00

親子・一般
20名

500円

当日受付

日光自然博物館
TEL：0288-55-0880

日光自然博物館

泥だんごをつくろう！
～あそんで学ぼう！土のひみつ
～

宇都宮大学附属農場

ピカピカの泥だんごを見たことがありますか？信じられないほどピカピ
カに光る泥だんごを作りながら、材料である土の秘密を学びましょう。 9:30～15:30
持ち物：汚れてもいい服装、長靴、手ぬぐい

全年齢
20名

保険料100円

電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

木の良さや木を使うことの大切さの理解を促進するとともに、木工工
作を通して豊かな感性と創造力を育てるため、小中学生を対象とした
木工工作展を開催します。

小中学生

無料

小中学校を経由して申 栃木県林業振興課
込み
TEL：028-623-3277

95

8月26日（土）
8月27日（日）

96 8月27日(日)

97

8月下旬～
9月下旬

とちぎの元気な森づくり県民会議
事業
県全域
（木工工作コンクール）

とちぎの元気な森づくり県民
会議

98 9月2日（土）

小学生かけっこ教室
速く走るコツをつかんで『かけっ
こ』速くなろう！！
（第3回）

運動会前となるこの時期に、親子で速く走るコツを楽しく学んでいきま
す。本講座では特に、『速く走るためのコツ』『体の使い方』を紹介して
小山工業高等専門学校 いきます。
10:00～12:30
持ち物：動きやすい服装、飲み物、（必要な方は）着替え、雨天の場
合は上履き（体育館で実施するため）

小学生とその保護者
50組

無料

電話、FAX、メール

小山工業高等専門学校
TEL：0285-20-2197 FAX：0285-20-2880
E-mail：kouza@oyama-ct.ac.jp
URL http://www.oyama-ct.ac.jp/contents/kokaikoza.html

小山工業高等専門学校

99 9月3日（日）

シリーズ ザ 電子工作 No.19
「におい感知器の製作」

硫黄系ガスセンサーを使ったにおい感知器の製作を通して、セン
小山工業高等専門学校
サーの仕組み、電子回路の仕組みを理解し、電子工作の技術を学び 13:30～16:30
サテライトキャンパス
ます。

中学生
5名

無料

電話、FAX、メール

小山工業高等専門学校
TEL：0285-20-2197 FAX：0285-20-2880
E-mail：kouza@oyama-ct.ac.jp
URL http://www.oyama-ct.ac.jp/contents/kokaikoza.html

小山工業高等専門学校

100 9月9日(土)

土と肥料の微妙な関係

宇都宮大学附属農場

肥料をあげることで、とれるお米の量はどれくらい違うの？自分の目
で確かめよう！
持ち物：土にまみれても差し支えない服装、靴

10:00～12:30

小学生以上（保護者同伴）
20名

保険料100円

電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

101 9月9日（土）

十二単を着てみよう②

栃木県立博物館

平安時代の女性の着物「十二単」を羽織って、気分は平安美人。

14:00～15:30

小学生
定員なし

無料

当日

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

102 9月9日(土)

太平山ハイクとぶどう狩り

盤峰園(栃木市大平町富 太平山の初秋の自然に触れるハイキングとぶどう狩りを楽しみましょ
9:00～13:00
田)、他
う。

県内の5歳以上の子どもと保護
者
県内の小学3～6年生
100名程度

800円

栃木県立太平少年自然の家
メール、FAX、ハガキ
〒328-0054 栃木市平井町638
（申込期間：7月18日～
TEL：0282-24-8551 FAX：0282-24-8569
31日）
E-mail:ohira-syounen@pref.tochigi.lg.jp

栃木県立太平少年自然の
家

ネイチャーウォーク大沼公園

塩原自然研究路大沼公 初秋の山野草と季節の移ろいを探しに。樹木の果実や、ドングリなど
9:30～12:00
園
の木の実を観察しながらのハイキングプログラム。

年長～高校生
30名

500円
小学生は半額250円、
未就学児は無料

電話、FAX、メール
（事前予約制）

塩原温泉ビジターセンター
TEL：0287-32-3050、FAX：0287-32-3050
URL http://www.siobara.or.jp/vc/

塩原温泉ビジターセンター

104 9月24日(日)

ミミズ学講座①～ミミズの生態と
採集法～

栃木県立博物館

ミミズの基礎知識やその生態、採集方法～標本作製、同定法を学び
ます。
13:30～16:30
持ち物：筆記用具、軍手、野外で採集できる服装（汚れても良い長袖
長ズボン）、虫よけ、雨具、タオル、必要に応じてカメラなど。

高校生以上
20名

保険代100円（9/24のみ、野外で採集するため）
電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

105 9月30日(土)

キノコの観察会in中央公園

栃木県立博物館（研修
室）

身近なキノコを観察するとともにキノコの発生する環境、キノコのはた
らきについてお話しします。
10:00～12:00
持ち物：筆記用具、防虫用の長袖と長ズボン、虫よけ、雨具

全年齢（保護者同伴）
20名

保険料100円

電話

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

106 9月30日(土)

わかぴったん

栃木県立博物館

宇都宮と関連の深い百人一首。たのしく和歌を勉強しよう。

小学生
定員なし

無料

当日

栃木県立博物館 教育広報課
TEL：028-634-1312

栃木県立博物館

とちぎ夢大地応援団

県内中山間地域

県内農村地域における地域資源の保全作業（耕作放棄地の草刈り、 9:00～13:30
15～30名
ホタル水路の清掃、獣害防止柵の設置作業等）
（活動によって
（活動によって異なる）
※ＨＰは「とちぎ夢大地応援団」で検索のこと
異なる）

無料
（活動によっては傷害
保険加入費の負担あ
り）

農政部農村振興課中山間地域担当
TEL：028-623-2334
とちぎ夢大地応援団HP
URL
栃木県
に記載
http://www3.pref.tochigi.lg.jp/g02/h26noutihozentou_boranthia.
html

103

107

9月23日（土）
9月24日（日）

通年
（年10回程度）

14:00～15:30

