イベント一覧

2013
アルプスあづみの

2 地区同時開催

昆虫クイズに
挑戦しよう！

両地区合わせて

世界のカブト・クワガタ
昆虫飼い方教室
日本最大級 !!
ビンゴゲームで
世界の昆虫標本展示 ふれあいコーナー
生き虫 GET !!

■7/20 土 ～ 8/25 日
■9：30 ～ 17：45
■入場料 300 円（3 歳未満無料）
※他会場の入場は 100 円引

各イベントの詳細はホームページをご覧ください。

みんなの “じゃぶじゃぶ池”

北アルプスから流れ出た清流の池で思いっ
きり水遊びを楽しもう ! （無料）
■期間中毎日 ■9：30 ～ 18：00

ニジマスのつかみ取り
＆釣り体験

釣り体験は 8/10（土）、11（日）

■10：30 ～ /12：00 ～（各回 20 名）
（※つかみ取りはお休み）

水上散歩 ＆ Nice photo

池の上を水面すれすれに歩けます。素敵な
フォトスポットが見つかるかな。 （無料）
■期間中毎日 ■9：30 ～ 18：00

生き物ふれあい体験

あづみの学校 “夏” 企画

ドクターフィッシュやアメリカザリガニな
どに触れるよ。（体験無料）
■7/20・21（土・日）＆ 毎週月～金
（但し、8/5 ～ 8/9 はお休み）
■9：30 ～ 18：00

透明の葉っぱ（葉脈）と小枝を使って

“かわいい昆虫” づくり
間伐材や小枝を使って

カブトムシ
＆クワガタを作ろう！

おもしろ発見塾

■期間中毎日
■10：00 ～ 12：00
13：00 ～ 17：00
■体験料 各 300 円
（小 3 以下は保護者同伴）

ネイチャーウォッチング

七夕人形・七夕饅頭づくり

“押し花うちわ” づくり

水鉄砲づくり

森の散策体験

森を散策しながら自然観察。
■毎週土日（7/28、8/18 はお休み）
■10：30 ～／ 13：30 ～（各回 30 名）
■参加無料（集合／インフォメーション）

自然と遊ぼう！ネイチャーゲーム

ゲームを通して自然の不思議、自然との一
体感を感じよう！
■7/20（土）、8/17（土）
■10：30 ～／ 13：30 ～（各回 30 名）
■参加無料 ■集合／森の体験舎

小さいお子さんから大人まで、ロープを
使って簡単に木登りが楽しめるよ。
■7/27、8/3、4、17、18（土、日）
■①10：00 ～②11：00 ～③13：00 ～
④14：00 ～⑤15：00 ～（1 日 5 回）
■参加費 1,000 円（定員 15 名／回）

野点スタイルで茶会を気楽に体験。
■8/4（日）10：00 ～■体験料 300 円
■定員 50 名（定員になり次第終了）
■場所／展望テラス 1F

水遊び噴水ひろば

大型のスプリンクラーやミストシャワーな
ど、芝生広場で水遊びができるよ。（無料）
■7/27（土）～ 8/18（日）
■9：30 ～ 17：00 ■アルプス広場
その

やります！ 園コン !! 事前申込
特別企画
アウトドア体験

あつまれ青年！アウトドアとバーベキュー
で素敵な出会いの場を。
■8/4（日） 10：00 ～ 15：00
■参加費／男性 3,500 円 女性 2,000 円
■対象／ 20・30 代の独身男女 各 15 名
（どちらかが 8 名に満たない場合は中止）
■申込み〆切 7/28（日）

知ってますか？ 園内には 8,000 年も昔の
縄文遺跡「山の神遺跡」があるんです !!

食の体験

人気の竹巻きパンや新メニューのブルーベ
リージャム、米粉ピザや七夕おやき、ニラ
せんべい、季節のどら焼きを日替わりで。
■毎週土日 ＆ 8/12（月）～ 16（金）
（7/27（土）はお休み）
■受付 9：30 ～
（なくなり次第終了）
■100 円～ 500 円

クラフト体験

ペーパーウエイトづくり

園内で採取した石とフェルトでオリジナル
ペーパーウエイトを作ろう。
■7/20（土）～ 8/4（日）
8/19（月）～ 25（日）
■10：00 ～■体験料 300 円

木の葉を象るエコバッグづくり
木の葉を使って色づけしたエコバッグ
■8/10（土）～ 18（日） ■10：00 ～
■体験料 500 円（定員 50 名／日）

縄文体験！火おこし道具づくり

古代の火おこし道具を作って、火おこし体験！
■7/20・21、8/24・25（土・日）
■10：00 ～／ 13：00 ～
■体験料 2,000 円
（定員 30 名／回）

縄文体験！土笛づくり

■7/20（土）～ 8/18（日） ■10：00 ～
■体験料 200 円（1 日先着 200 名）

縄文体験！石器づくり

「山の神遺跡」から出土したトロトロ石器
づくりを体験。
■8/12 ～ 16 を除く平日
■10：00 ～
■体験料 150 円～200 円

「山の神遺跡」展

■7/22（月）～ 8/25（日）
■9：30 ～ 18：00 入場無料
■インフォメーション展示室、遺跡あと

※イベントは天候等により中止・変更になる場合がございます。予めご了承ください。
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森の体験舎 “夏” 企画
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夏の歳時記。ミニ七夕人形や、あんことナ
ス味噌の七夕饅頭を作ります。
■七夕人形づくり 7/21（日）、8/3（土）
14：00 ～ 16：00 体験料 100 円
■七夕饅頭づくり 8/4（日） 事前申込
11：00 ～ 12：00 200 円（定員 20 名）

大町・松川大
地町
区
・松川
大地
町区
・松川地区

自然観察トレッキング、河原で砂鉄採りな
ど、親子で楽しむアウトドア体験。お昼は
デイキャンプ場でバーベキュー。
■7/28、8/18（日） ■10：00 ～ 14：00
■対象／小学 3 年生以上の親子 30 組 / 日
■参加費／小人 1,000 円 大人 1,500 円
■申込み〆切／
各開催日の 7 日前まで
■集合／入り口広場 9：30

野良仕事のおやつ。カマドでご飯を炊いて
おにぎりづくり。
■毎日曜日（8/4 はお休み） 11：00 ～
■体験料 200 円（定員 20 名）

各イベントの詳細はホームページをご覧ください。

ロープで木登り！ツリーイング

リバーサイドウォーク
＆バーベキュー

事前申込

お茶席を楽しもう！

竹の水鉄砲を作って遊ぼう。
■8/3、10、17、24（土）
■10：30 ～／ 14：00 ～
■体験料 300 円（定員各 30 名）

大町・松川地区
事前申込

安曇野産のそば粉を使用したそば打ち体験
■期間中毎日 11：00 ～
8/10（土）～ 18（日）は 1 日 2 回開催
10：30 ～／ 13：30 ～
■1,600 円／１台
（400ｇ 3 ～ 4 人前）

お小昼体験

ノコギリやカナヅチを使って独創的に
■8/14・15・16（水・木・金）
■10：00 ～／ 13：30 ～（各約 2 時間）
■体験料 500 円 ※各回 4 組限定
押し花を使った爽やかなうちわづくり。
■期間中毎日
■10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00
■体験料 200 円

事前申込

夏休みの自由研究にピッタリ！実験や自然
観察をテーマに日替わりで開催。
■7/27 から毎土日 ＆ 8/5 ～ 8/9（月～金）
■13：30 ～ 14：30
■一部有料 ■定員 10 ～ 20 名
発見がいっぱい！ 夏真っ盛りの園内を歩
きながら昆虫・植物・鳥などを観察。
■7/28、8/11、8/25（日）
■11：00 ～ 12：00
■体験無料（定員 30 名）
■集合／学校玄関前

親子で作ろう “野山の昆虫”

そば打ち体験

アルプスあづみの大昆虫博
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池に放流したニジマスを捕まえて串焼きに。
今年は、釣り体験もあるよ。
■毎週土日 ■11：00 ～ 13：00
■1 匹 500 円（100 匹限定）

緑の森で自然体験

カブトムシランド

（堀金・穂高地区のみ）

○カブトムシランドは堀金・穂高地区で開催。期間：7/20（土）〜 8/15（木）入場には別途 100 円必要。
○昆虫クイズは 5 問。全問正解すると 8/25（日）のビンゴゲーム大会（生きた世界のカブト・クワガタが当たる）に参加できます。
○昆虫教室：大町・松川会場 10：00 〜 堀金・穂高会場 13：30 〜／ 15：30 〜 ※7/22（月）〜 7/26（金）はお休み

堀金・穂高地区

7月
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やります！
園婚！！ アウトドア体験
木の葉を象るエコバッグ
信州の食体験

やります！ 園婚！！ アウトドア体験
その
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