
【1   【4月】   国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区 体験プログラムカレンダー 

日                 月                火                 水                 木                 金                土  

  

 
 1 2 3 4 5 

＜お問い合わせ＞ 

国営アルプスあづみの公園 

堀金・穂高地区 

TEL0263-71-5511  

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

ミニ雛飾り 300円/個 

  

 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

ミニ雛飾り 300円/個 

  

 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

ミニ雛飾り 300円/個 

  

 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

いろいろ飾り台 100円/個 

  

 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

いろいろ飾り台 100円 

ステンドグラス体験 600円 

6 7 8 9 10 11 12 

あづみの学校プログラム 

社会教室：そば打ち 1600円/台 

 桜餅 200円/人 お小昼中止 

 芸術教室：クラフト体験 100円/個 

いろいろ飾り台 300円/個 

ステンドグラス体験 600円/個～ 

 

休園日 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

いろいろ飾り台 100円 

 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

いろいろ飾り台 100円 

 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

いろいろ飾り台 100円 

 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

いろいろ飾り台 100円 

 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

いろいろ飾り台 100円 

ステンドグラス体験 600円 

13 14 15 16 17 18 19 

あづみの学校プログラム 

社会教室：そば打ち 1600円/台 

 お小昼 200円/人 

 芸術教室：クラフト体験 100円/個 

いろいろ飾り台 300円/個 

ステンドグラス体験 600円/個～ 

わくわく自然観察会 

休園日 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

いろいろ飾り台 100円 

 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

いろいろ飾り台 100円 

 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

いろいろ飾り台 100円 
 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

いろいろ飾り台 100円 

 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

母の日ポップアッププレゼ 

 

20 21 22 23 24 25 26 

あづみの学校プログラム 

社会教室：そば打ち 1600円/台 

 お小昼 200円/人 

 芸術教室：クラフト体験 100円/個 

母の日ポップアッププレゼント 

ステンドグラス体験 600円/個～ 

 

休園日 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

母の日ポップアッププレゼ 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

母の日ポップアッププレゼ 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

母の日ポップアッププレゼ 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

母の日ポップアッププレゼ 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

母の日ポップアッププレゼ 

ステンドグラス体験 600円 

27 28 29 30 
 

  

あづみの学校プログラム 

社会教室：そば打ち 1600円/台 

 お小昼 200円/人 

 芸術教室：クラフト体験 100円/個 

母の日ポップアッププレゼント 

ステンドグラス体験 600円/個～ 

わくわく自然観察会 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

母の日ポップアッププレゼ 

あづみの学校プログラム 

社会教室：そば打ち 1600円/ 

 芸術教室：クラフト体験

100円/個～ 

母の日ポップアッププレゼ 

ステンドグラス体験 600円/ 

 

あづみの学校プログラム 

社会教室： 

そば打ち 1600円/台 

芸術教室： 

クラフト体験 100円/個～ 

母の日ポップアッププレゼ 

あづみの学校プログラム（下記）

は毎日実施しています。 

映画「安曇野紀行」他定時上映 

クイズラリー 随時受付 

ジオラマガイド 随時実施 

理科教室ショートガイド随時 

社会科教室ショートガイド随時 

安曇野の昔話（紙芝居） 

＜受付時間＞  

社会科教室  

そば打ち・お小昼 

9：30～11：00 まで 

芸術教室  

 クラフト体験 

10：00～11：30 

13：00～15：30 

＜公園ホームページ＞ 

 詳細は公園ホームページ「イベント

情報」をご覧ください。 

http://www.azumino.go.jp/event  

 


