
里山フィールドミュージアム体験イベント
2021年度

生きものとふれあおう！生きものとふれあおう！

かたくり百万株まつりかたくり百万株まつり
４月３日 （土） ～１１日 （日）
春の妖精に例えられる「カタクリ」百

万株が自生。蜜を吸うギフチョウにも

出会えるかも！？

・カタクリガイド　4/１㊍～ 1１㊐
　11：00 ～ 15：00
　（雨天中止）

予約不要

ガイドと一緒にセグウェイに乗って

里山をめぐろう！

【時間】①10：00 ～ 12：30　

　　　②13：30 ～ 16：00

【参加費】5,000 円　　

【定員】各回 4 名まで

【対象】年齢：16 歳～概ね 70 歳　

　　　　体重：45 ～ 110kg　

セグウェイツアーセグウェイツアー
４～１１月の土日祝

※申し込みは
　一週間前まで。
　詳細はお問合
　せください。

※小雨決行
　荒天中止

ホタル観察会
６月２５日 （金） ・ ２６日 （土） ・ ２７日 （日）

【時間】1９：00 ～ 20：３0

【参加費】無料

※参加者のみ夜間特別開園

　　

６月２０日 （日）

【時間】10：30 ～ 12：30

【参加費】無料　　　

モリアオガエルやアカハライモリ、水生

昆虫など、田んぼにすむ生きものに出会

えます。

８月１日 （日）

昆虫標本づくり

トンボなどの標本を作ります。

【時間】10：30 ～ 12：30

【参加費】800 円　　　

５月２日 （日）

【時間】７：30 ～９：30

【参加費】無料（バードコールづくり 300 円）　　　

キビタキやオオルリなど、この時期見られる

野鳥を観察した後、バードコールを作ります。

７月１８日 （日）、 ９月１２日 （日）

【時間】10：30 ～ 12：30　

【参加費】無料　　　

雑木林や水辺でカブトムシやクワガタ

などの昆虫を探そう！

９月２５日 （土）
里山できのこを観察し、その種類や特徴を

知ろう！

【時間】10：30 ～ 12：30

【参加費】無料

田んぼを体験しよう！田んぼを体験しよう！

１０月３０日 （土） ・ ３１日 （日）
里山の秋の恵みに感謝！昔ながらの稲の

脱穀や精米、焼き芋、わら細工、昔遊び

などを体験できます。

【時間】10：30 ～ 15：00

予約不要

５月３０日 （日）

【時間】10：30 ～ 12：30

【参加費】無料　　

里山の田んぼで、昔ながらの田植え

が体験できます。

９月２３日 （木祝）

【時間】10：30 ～ 12：30

【参加費】無料　　

昔ながらの手作業での稲刈りと、

はざ掛けが体験できます。

里山自然    察会里山自然    察会
その月の里山の旬をお伝え！自然を

楽しく五感で感じるガイドをします！

【時間】1３：30 ～ 1５：０0

【参加費】無料

予約不要

里山フィールドミュージアム内の季節の見どころ案内や

古民家の施設解説をします。

【時　間】　11：00 ～ 1５：０0（随時受付）

【参加費】無料 

里山ガイド里山ガイド

4/11㊐ 　 カタクリガイドウォーキング

5/23㊐ 　 春の水辺探検

6/13㊐ 　 アサザを巡ろう

7/17㊏ 　 古民家を巡ろう

8/8㊐     昆虫＆カブトムシ探検

9/19㊐　  ツリフネソウガイドウォーキング

10/17㊐　 秋の生き物観察

11/3㊗ 　 紅葉ウォーキング

４月　　　　　土日祝日

５～６月　　 日曜日 （５/１～５は開催）

９月　　　　　９/２６ （日）

１０月　　　　日曜日

月１回開催 定期開催感

※「里山自然感察会」開催日

　はお休みします。

※雨天中止

※開花状況によってテーマ変更あり

７月２２日 （木祝） ～８月１６日 （月）

【時間】

（平　日）10：30 ～ 16：30

（土日祝）10：00 ～ 17：00

【観　覧】無料　　　

巨大虫かごに入って、カブトムシと

触れ合おう！

予約不要カブトムシハウスカブトムシハウス



里山文化にふれよう！里山文化にふれよう！
※展示イベントは

　すべて観覧無料

里山の恵みを味わおう！里山の恵みを味わおう！

※冬期（12 ～ 3 月）は里山フィールドミュージアム全域を閉鎖します。　

※健康ゾーン⇔里山フィールドミュージアムは園内バス（無料）で

　片道約 25 分。（※土日祝のみ運行）

※里山フィールドミュージアムへは里山口からの入園が便利です。

※午前からのイベントに参加される方は、園内バスを利用せず、直接里山口

　からご入園ください。

協力：NPO 法人越の里山倶楽部、本多酒泉氏、花の里山ボランティア

体験イベントは、 入園料 ・ 駐車料が別途必要です。 　

　　　　　　　以外の体験イベント （展示 ・ 観覧イベントは除く） は、 事前申込が必要です。

各イベントは定員に達し次第、 受付終了となります。 　　　　　　　　　　　　

申込不要

電話　0258-47-8001

お問合せ

事前申込

４月３日 （土） ～６月２７日 （日）

本多酒泉　ねこ作品展

８月１３日 （金）

イタドリの笛づくり

【時間】11：00 ～ 15：00　

【参加費】無料
予約不要

予約不要

予約不要

予約不要

５月５日 （水祝）

クルミをつかったフクロウづくり

【時間】10：00 ～ 12：00

【参加費】100 円

８月２２日 （日）

生葉染めと藍染に挑戦。染色用ハンカチ付き。

【時間】10：30 ～ 12：30

【参加費】1000 円

６月６日 （日）

角真綿で小物づくり

まゆでできた角真綿で小物をつくります。

【時間】1３：３0 ～

【参加費】800 円

７月４日 （日）

笹だんごづくり

里山で採れた笹で、新潟名物の笹団子を

作ります。

【時間】①11：00 ～、　②13：30 ～

【参加費】1000 円

９月１８日 （土）
公園里山で収穫したもち米を使って、新潟の

伝統食三角ちまきをつくってみませんか？

【時間】①11：00 ～、②13：30 ～

【参加費】1000 円

４月１８日 （日）、 ５月１６日 （日）

春の里山　野草・野花教室
～山菜の収穫＆調理品の試食体験～

春の里山でみられる山菜・野草の見分け方

や、調理のコツなどを学ぼう！

【時間】10：00 ～ 1２：３0

【参加費】１500 円（入園料・駐車料込）

冬～早春の里山を歩こう！冬～早春の里山を歩こう！

2022 年

２月２３日 （水祝）
スノーシューなどをはいて動物の

足跡探しや冬芽観察をしよう！

【時間】９：30 ～ 12：30

【参加費】無料

早春の里山散歩

早春の里山の植物を観察しながら、

春の訪れを感じよう！

【時間】９：30 ～ 12：30

【参加費】無料

2022 年

３月２７日 （日）

４月２９日 （木祝）

ぜんまいもみを体験しよう

【時間】10：30 ～ 15：00

【参加費】無料

７月１８日 （日）

わらほうきづくり

【時間】10：30 ～ 15：00

【参加費】無料

１１月７日 （日）

干し柿づくり

【時間】10：30 ～ 15：00

【参加費】無料

１１月２１日 （日）

古民家囲炉裏端昔話

【時間】10：30 ～ 15：00

【参加費】無料

古民家のくらしにふれよう！古民家のくらしにふれよう！

予約不要

春蚕まつり春蚕まつり

６月１２日 （土）、 １３日 （日）、 １９日 （土）、 ２０日 （日）

まゆクラフト体験

まゆ玉をつかって、香り玉やフクロウなど

をつくります。

【時間】10：00 ～ 11：45

　　　 13：15 ～ 15：00

【参加費】200 円～

６月１２日 （土） ～２７日 （日）

カイコの展示

６月１３日 （日）、 １９日 （土）

カイコの展示解説

NEW

予約不要

８月１４日 （土）

えちごんところりんを作ろう！

【時間】10：00 ～ 12：30

【参加費】無料

はるご

５月２２日 （土） ～６月２７日 （日）

越後の養蚕文化の資料を展示。春に生育するカイコの様子を
紹介します。
主催 ：NPO 法人越の里山倶楽部・国営越後丘陵公園　越後公園管理センター

助成  : こしじ水と緑の会・朝日酒造自然保護助成基金


