
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 千葉県 いすみ環境と文化のさとセンター 行事案内 -1 [平成２１年度]  

６月 

５月 8 月 

9 月 

３３日日（（土土））10:00～13:00 定員 20 名 雨天中止 

●万木城までの自然観察と里山ハイキング  
秋の万木城周辺を自然観察しながらハイキングしましょう。 

      参加対象：小学 4 年生以上 

      場所：万木城周辺（集合ネイチャーセンター） 

      持ち物：お弁当、飲み物、山歩きできる服装 

 
１１００、、１１７７、、２２４４、、３３１１日日  （各土曜日）10:00～16:00  

--全５回開催-- 定員 20 名 
●竹かご教室 
ひご作りから始めて 5 回終了までに完成させましょう。 
      参加対象：高校生以上、全 5 回参加できる方 

      場所：ネイチャーセンター 

      持ち物：竹割、竹ひきのこぎり、剪定ばさみ、膝あて、軍手、お弁当 

 

TEL: 0470-86-5251 

FAX: 0470-86-5252 

7 月 

10 月 

 

５／１ 9:00 より受付開始 

７／１ 9:00 より受付開始 

６／２ 9:00 より受付開始 

８／１ 9:00 より受付開始 

６６日日（（土土））18:00～20:00 定員 20 名 雨天中止 ※日程変更の可能性あり 
●ホタルの里でホタルを見よう  
ゲンジボタルの集団発光を、ホタルの里で観察しよう！ 
      参加対象：小学 4 年生以上 

      場所：スポット７ ホタルの里（集合はネイチャーセンター） 

２２７７日日（（土土））①①10:00～12：00 ②13:30～15：30定員20名 雨天順延２８日（日） 

●センターの小川の生き物を調べてみよう  

センターの小川に入って、どんな生き物がいるか皆で調べてみましょう。 

      参加対象：小学生 4 年生以上 

      場所：ネイチャーセンター 

      持ち物：水の中で履く靴（サンダル・長靴は不可）、着替え 

 

１１２２日日（（日日））7:00～10:00 参加自由（雨天決行） 
●ハス鑑賞会 
きれいに咲くハスの花を観賞しましょう。 
      参加対象：どなたでも大歓迎 

      場所：ネイチャーセンター 生態園（ハス田） 

１１９９日日（（日日））10:00～13:00 定員 20 名 雨天順延 26 日（日） 
●万木城までの自然観察と里山ハイキング  
夏の万木城周辺を自然観察しながらハイキングしましょう。 
      参加対象：小学 4 年生以上 

      場所：万木城周辺（集合ネイチャーセンター） 

      持ち物：お弁当、飲み物、山歩きできる服装 

２２５５日日（（土土））9:00～11:00 定員 20 名 雨天順延 8 月 8 日（土） 

●センターの谷津の植物観察 
谷津ではどんな植物が観察できるかな？観察しましょう。 
      参加対象：小学 4 年生以上 

      場所：ネイチャーセンター 

      持ち物：飲み物、帽子 

９９日日（（土土））9:30～14:00 定員 40 名  ※雨天順延１０日（日） 
●米作り１・田植えをしてみよう  
秋の収穫への第一歩。裸足で田んぼに入り、自分の手で苗を植えよう！ 
      参加対象：小学 3 年生以上 

      場所：ネイチャーセンター 生態園（水田） 

      持ち物：お弁当、飲み物、着替え 

１１６６日日（（土土））10:00～11:30 定員 30 名 雨天順延１７日（日） 
●山田の鍾乳石をみてみよう 
      参加対象：小学 4 年生以上 

      場所：いすみ市山田地区（集合ネイチャーセンター） 

      持ち物：飲み物、山歩きできる服装 

２２３３日日（（土土））18:00～20:00 定員 20 名 雨天順延２４日（日） 
●センター内小川でのホタル観察会  
ゲンジボタルが今年はセンターの小川で見られるかな？ 
      参加対象：小学 4 年生以上 

      場所：ネイチャーセンター 

１１日日（（土土））9:00～11:30 定員 20 名 ※雨天順延２日（日） 
●海辺の植物観察  
日本で最初に指定された天然記念物「太東海浜植物群落」に行きます。 
      参加対象：小学 4 年生以上 

      場所：「太東海浜植物群落」指定地周辺（集合センター） 

      持ち物：飲み物、帽子 

８８日日（（土土））9:00～11:30 定員 20 名   （※７月が順延になった場合） 
●センターの谷津の植物観察 
谷津ではどんな植物が観察できるかな？観察しましょう。 
      参加対象：小学 4 年生以上 

      場所：ネイチャーセンター 

      持ち物：飲み物、帽子 

２２２２日日（（土土）9:00～11:30 定員 20 名 雨天順延２３日 
●トンボ沼のトンボを見に行こう  
チョウのように飛ぶチョウトンボ等を探しに行きましょう！ 
      参加対象：小学 4 年生以上 

      場所：スポット６ トンボ沼（集合はセンター地区） 

      持ち物：飲み物、帽子 
 

１１２２日日（（土土））9:00～14:00 定員 40 名 ※雨天順延１３日（日） 
●米作り２・稲刈り体験をしよう  
春に植えた稲には穂がいっぱい！皆で刈り取りましょう。 

      参加対象：小学生 3 年生以上 

      場所：ネイチャーセンター 生態園（水田） 

      持ち物：鎌、タオル、軍手、長靴、長袖の服、帽子、お弁当、飲み

物 

２２６６日日（（土土））10:00～15:00 定員 20 名 雨天順延２７日（日） 
●草木染め体験 
自然の色で染めてみましょう。 
      参加対象：小学生 3 年生以上 

      場所：ネイチャーセンター 

      持ち物：材料費‐実費（1000 円程度）、お弁当、飲み物 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１２／１ 9:00 より受付開始 

１１日日（（日日））10:00～15:00 定員 20 名 
●米作り３・わらでおきもの細工をつくろう 
稲のわらには色々な使い道があります。今回は置物細工です。 
      参加対象：中学生以上 

      場所：ネイチャーセンター 

      持ち物：工作バサミ、座布団、寒くない服装、お弁当 

７７日日（（土土））10:00～16:00 全５回開催の 5 回目 定員 20 名 

●竹かご教室   ※第 1 回目と場所と持ち物は同じです。 

１１７７～～２２３３日日（火曜日～月曜日） 
第 13 回 ■さとの文化祭■ 
自然を様々な形で表現した作品がセンターに飾られます。 
      場所：ネイチャーセンター 

      作品応募：センターにお問合せ下さい 

      作品搬入：10 月 25 日～11 月 3 日まで 

２２８８日日（（土土））10:00～12:00 定員 20 名 
●晩秋のセンターで自然観察をしよう 

晩秋のセンターでは何が観察できるかな？ 
参加対象：小学 4 年生以上 
場所：ネイチャーセンター 
持ち物：寒くない服装 

■ 千葉県 いすみ環境と文化のさとセンター 行事案内 -2 [平成２１年度]  
TEL: 0470-86-5251 

FAX: 0470-86-5252 

☆ 申し込み方法 ☆ 

 ・イベント開始月の２ヶ月前の１日９：００から受付です。 

  （１日が休館日の場合翌日、１月は４日から受付です） 

 ・方法は、電話、FAX、直接センターで申し込む の３つです。 

  （FAX は申し込み開始日午前９時以降に受信した物のみ受付） 

・キャンセルする場合は、必ず早めにご連絡下さい。 

 

千葉県いすみ環境と文化のさとセンター 

〒298-0111 千葉県いすみ市万木２０５０ 

TEL：０４７０－８６－５２５１ FAX：０４７０－８６－５２５２ 

http://www.isumi-sato.com    E-Mail：info@isumi-sato.com 

開館時間：午前９時～午後４時３０分       入館料：無料 

休館日：毎週月曜日（月曜祝日の場合翌日） 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

指定管理者 （財）千葉県環境財団 

 

11 月 

12 月 

1 月 

２月 

3 月 

１１３３日日（（土土））9:30～未定・１４日（日）13:00～15:00  
●炭焼きにチャレンジ   全２回 各定員 20 名 
原始的な「伏せ焼き・ドラム缶焼き」に挑戦しましょう。 
１日目が朝～夜１０時頃まで。一晩かかります。 

終了は参加できる時間まで。 
      参加対象：中学生以上（中学生は保護者同伴） 

      場所：ネイチャーセンター 

      持ち物：軍手、うちわ、懐中電灯、空ペットボトル（500ml 程度）、 

             お弁当（7 日の昼・夜） 

２２８８日日（（日日））10:00～11:00 定員 20 名  

●早春のセンターで自然観察をしよう 

春の始まったセンター内で、自然観察をしましょう。 
      参加対象：小学 4 年生以上 

      場所：ネイチャーセンター 

 

９ ／１ 9:00 より受付開始 

１０／１ 9:00 より受付開始 

１１７７日日（（日日））10:00～14:00 定員 20 名 
●そばうち体験をしよう 

そばを自分で打って、皆で味わいましょう。 

      参加対象：中学生以上 

      場所：つどいの家（集合はネイチャーセンター） 

      持ち物：材料費‐実費（1000 円程度）、割烹着、手ぬぐい、タオル、 

             ボウル、寒くない服装 

２２４４日日（（日日））10:00～16:00 定員 20 名 
●米作り６・わらでぞうりを作ろう--米作り体験最後の行事。 

世界に一足しかない自分だけの草履を作りましょう。 
      参加対象：小学 5 年生以上 

      場所：ネイチャーセンター 

      持ち物：木バサミ、お弁当、座布団、寒くない服装 

 
 

５５日日（（土土））10:00～16:00 定員 20 名 
●つるでリース作り 
つるを使ってリース作りをします。山に入って自分で 

つるも取りに行きます！ 

      参加対象：高校生以上 

      場所：ネイチャーセンター 

      持ち物：鎌、剪定ばさみ、軍手、長靴、山に入れる寒くない 

          服装、弁当 

１１２２日日（（土土））10:00～14:00 定員 40 名 雨天順延１３日 

●米作り４・もちつきをしよう 
つきたてのお餅を味わって、お正月の丸餅を作りましょう。 
      参加対象：特になし 

      場所：ネイチャーセンター デイキャンプ場 

      持ち物：タオル、寒くない服装 

２２３３日日（（水水））9:00～12:00，13:00～16:00 の各 2 回。各定員 20 名 
●米作り５・おかざりを作ろう 
今回はわらを使って、お正月のおかざりを作りましょう 

    参加対象：中学生以上 

    場所：ネイチャーセンター 

    持ち物：材料費‐実費（500 円程度）、工作バサミ、座布団、 

           寒くない服装 

 

２２００日日（（土土））10:00～16:00 定員 20 名 

●つるでかごを作ろう 
つるを使ってカゴ作りをします。山に入って自分でつるも取りに

行きます！ 
      参加対象：高校生以上 

      場所：ネイチャーセンター 

      持ち物：鎌、剪定ばさみ、軍手、長靴、山に入れる服装、弁当 

７７日日（（日日））8:30～11:30 定員 20 名 雨天順延１３日 
●水辺の鳥たちを観察しよう  
水辺にはどんな鳥がいるでしょう？観察に行きましょう。 
      参加対象：中学生以上 

      場所：夷隅川河口周辺（集合ネイチャーセンター） 

      持ち物：寒くない服装、飲み物 

 

１１／１ 9:00 より受付開始 

１／４ 9:00 より受付開始 

▲県指定伝統工芸品「いすみ楊枝」製作実演 高木守人氏 / 毎月第３日曜日 


