
さとやま発展講座 田んぼの教室

そばの教室

案内人の教室

必須講座
里山環境の保全を考える仲間作りの講座です。安曇野地域で里山保全の活動をする講師を招き、一緒に里山について意見交換しながら、講師と一緒に里山文化ゾーンを歩きます。

実施日 時　間 場　所 講座名 講座内容

1 5月28日土　 9：30～14：00 管理センター2F会議室
集合：ガイドセンター

【公開講座】「里山を学ぼう！＆オオルリシジミと里地」
講師：那須野雅好氏（安曇野オオルリシジミ保護対策会議）　※終了しました

受付（希望者年間パス作成）／開校式、ガイダンス／
講義「里山学総合ガイダンス」／講師と自然観察会／
年間受講計画作り　Ｑ＆Ａ

2 7月16日土　 10：00～12：00 【公開講座】「やまこと里山」　講師：新開孝氏（昆虫写真家） 里山の昆虫写真／やまこ飼育の話／講師と里山歩き

3 10月15日土　 10：00～14：00 集合：堀金口管理棟 【公開講座】「里山の雑木林のゆくえ」　講師：根萩達也氏（樹木医） 講義／講師と里山歩き

4 11月23日水㊗ 10：00～12：00 センター2F会議室 【公開講座】「子供の遊び場と里山」　講師：茅野恒秀氏（信州大学） 講義／フリーディスカッション

5 12月11日日　 10：00～14：00 集合：堀金口管理棟 【公開講座】「たき火と炭のお話」 講義／講師と一緒に作業体験（土留め柵作り）

6 3月19日日　 10：00～12：00 センター2F会議室 【公開講座】「野焼きについて学ぼう」＆ふりかえり 講義／活動ふりかえりのスライド上映／閉校式

※必須講座は、公開参加枠を設けています。お知り合いとお誘い合わせの上ご参加いただけます。　※公開講座のみ参加の方は入園料が必要です。　※講座内容に変更がある場合があります。

この教室では田植えから収穫までを体験しながらのボランティア活動です。
また、体験プログラム通じて、参加者によるはぜ掛けやわらにおのある田園風景づくりを行い、懐かしい昭和 30 年代の田園風景の再現を行っていきます。

実施日 時　間 場　所 講座名 　　　　　講座内容

1 5月21日土　 10：00～14：00 集合：第2駐車場 「田植え体験」作業　※終了しました 〈プレイベント〉里山文化ゾーン田んぼ活動ガイダンス／昔の田植えの
お話／田植え作業／お小昼ふるまい

2

6月12日日　
6月26日日　
7月 2日土　
7月18日月㊗

8：00～10：00

集合：堀金口管理棟

「草取・畦草刈」作業
草取り作業
畦草刈作業（外来種抜き取り作業）
お小昼振る舞い

3 8月 7日日　 8：00～10：00 「畦草刈」作業と田んぼの生き物調査 畦草刈作業／生物数調査（水田、畦、草むら、堰）／お小昼振る舞い

4 9月22日木㊗ 10：00～15：00 「稲刈り＆はぜ掛け」作業 稲刈り／はぜ掛け／振る舞い

5 10月 2日日　 10：00～14：00 「脱穀」作業 わらにお作り 脱穀作業（稲束運搬作業）／稲わら収納作業／お小昼振る舞い

6 11月 3日木㊗ 10：00～14：00 「新米炊き出し」作業＆振り返り ぬかくどで赤飯焚いて収穫お祝い／ふりかえりの会
※天候により作業活動日が変更になることがあります。通年参加希望の方には、先着順で登録いただけます。

オプション講座「藁を使った講座」  　田んぼの教室参加者には下記のオプション講座の優先申し込みが出来ます。事前申込と入園料が必要です。

実施日 時　間 場　所 講座名 講座内容 定員 参加費

1 9月 3日土 10：30～15：30

あづみの学校

ぎっちょかご作り 麦藁を使って作る虫かご（ぎっちょかご）を作ります。 5名 200円
※入園料別途必要

2 11月19日土・20日日 10：00～12：00
13：00～15：00 ほうき作り ほうき草を使って、ほうきを作ります。 10名 200円程度

※入園料別途必要

3

11月26日土・27日日
12月 3日土・ 4日日
12月10日土・11日日
12月17日土〜28日水

13：00～19：00 正月飾り作り 注連縄、正月飾りなど藁を使って作ります。 10名
１作品

500～1,500円
※入園料別途必要

4 1月 8日日 13：00～16：00 集合：あづみの学校 三九郎ガイドツアー 繭玉作りをして、地元岩原区の三九郎へ参加 10名 200円程度
※入園料別途必要

5
1月22日日
1月28日土
2月 4日土

10：00～15：00 あづみの学校 藁細工講座 3回講座で講師と一緒に猫つぐらを作ります。 5名 500円程度
※入園料別途必要

6 3月20日月㊗ 10：00～14：00 集合：堀金口管理棟 味噌と味噌玉わら吊作り お持ち帰り味噌作り／味噌玉作り／振る舞い有り／味噌
玉は４月に味噌樽へ仕込みます。 5名 800円程度

※入園料別途必要

ソバの栽培からソバの実の製粉、そば打ち体験まで一連の体験を行います。信州新ブランドの「信州ひすいそば」も登場します。
実施日 時　間 場　所 講座名 講座内容

1 7月30日土 9：30～11：30

集合：堀金口管理棟

ソバの種蒔き畑作り ガイダンス／そば種蒔き／お茶振る舞い

2 9月 3日土 10：00～11：30 ソバの花観察会 ソバの花観察／花に集まる虫（ポリネーター）観察
／お茶振る舞い

3 10月23日日 10：00～11：30 ソバ刈取・天日干し 刈取り体験（鎌で刈り取る体験）／お茶振る舞い

4 10月29日土 10：00～14：00 脱穀・製粉体験 天日干ソバの実脱穀体験／園内コンバインによ
るソバ収穫見学／石臼製粉体験

5 12月 3日土 10：00～13：30 あづみの学校 新そばのそば打ち体験＆ふりかえり そば打ち体験／ふりかえり
※講座内容に変更がある場合があります。

オプション講座「さとやまさんぽ」  　案内人の教室参加者には下記のオプション講座の優先申込みができます。

実施日時 時　間 講座名 講座内容 定員 対　象 申込方法 参加費

1 6月5日日 9：00～14：00 さとやまさんぽ1 明科岩洲山
20名 高校生以上

❖事前申込み
❖先着順受付
❖定員になり次第締切

1,000円
2 10月1日土 9：00～14：00 さとやまさんぽ2 堀金角蔵山

公園周辺を拠点に安曇野エリア全域をフィールドに安曇野の魅力を知り、伝え方を学ぶ講座です。
フィールドワークを主体に、ガイドに役立つコミュニケーションについて学びます。

実施日 時　間 講座名 講座内容 定員

1 7月 9日土 9：00～12：00 講座ガイダンス 開校式／ガイダンス

20名

2 8月 6日土 9：30～12：00 コミュニケーションと表現力 プレゼンテーション

3 9月10日土 9：00～12：00 風景をとらえる フィールドワーク

4 10月22日土 9：30～12：00 トークスキル ガイドに必要な技術

5 11月19日土 9：00～12：00 ガイド実技 フィールドワーク

6 12月10日土 9：30～12：00 まとめ ふりかえり／閉講式

※公園外での開催もあります。講座内容に変更がある場合があります。

選択講座
選択講座は、別途申し込みに加えて、参加費が必要となります。年間パスポートご購入により入園料はかかりません。

実施日 時　間 場　所 講座名 講座内容 定員 参加費

や
ま
こ
の
教
室
関
係

選択1 6月18日土　 13：00～15：00 集合：堀金口管理棟 やまこ飼育苗木植栽 やまこの飼育林を育てるためにクヌギ苗木の植え
体験 20名 参加費無料

※入園料無料日

選択2 8月 6日土　 19：00～21：00

集合：ガイドセンター

やまこ羽化観察と夜の里山観察会 やまこの羽化の様子と夜の里山でライトトラップに
よる昆虫観察 10名 100円

選択3 9月11日日　
9月22日木㊗ 9：30～12：30 やまこ繭のコサージュ作り 講師の指導でやまこ繭のコサージュ作り 各日

5名 500円

選択4 11月27日日　 9：30～12：30 やまこ繭を使ったランプシェード作り 講師の指導でやまこ繭を使ったランプシェード作り 10名 300円

田
ん
ぼ
の
教
室
関
係

選択5
6月12日日　
6月26日日　
7月18日月㊗

8：00～10：00

集合：堀金口管理棟

草取り・畦草刈り作業 水田作業（ボランティア活動） 各回
20名

無料
選択6 8月 7日日　 8：00～10：00 畦草刈り作業と生物調査 水田作業と生物調査補助（ボランティア活動） 20名

選択7 9月22日木㊗ 10：00～15：00 稲刈りはぜかけ体験 手刈りの稲刈り作業／はぜ掛け作り作業（ボラン
ティア活動） 30名

選択8 10月 2日日　 10：00～14：00 脱穀わらにお作り体験 脱穀／わらにお作り（ボランティア活動） 20名 参加費無料
※入園料無料日

案
内
人
の

教
室
関
係

選択9 6月 5日日　 9：00～14：00 明科岩洲山 さとやまさんぽ1　※終了しました
歴史文化を学びながら里山を歩きます。

15名
1,000円

選択10 10月 1日土　 9：00～14：00 堀金角蔵山 さとやまさんぽ2 15名

そ
ば
の

教
室
関
係

選択11 12月 3日土　 14：30～16：30 あづみの学校 ソバ栽培のお話とそば打ち体験
又は見学 講師と一緒にそば打ち体験を楽しみます。 15名 500円

あ
づ
み
の
学
校
関
係

選択12 8月10日水　 8：00～9：30
集合：堀金口管理棟

早朝ちょうちょう観察会・夏 里山のチョウを訪ねて園内を散策します 10名
無料

選択13 12月11日日　 9：30～16：00 キツツキのねぐら箱作り 冬の野鳥観察／キツツキのねぐら巣箱作り 10名

選択14 1月 8日日　 13：00～16：00

あづみの学校

三九郎ガイドツアー 繭玉作りをして、地元岩原区の三九郎へ参加 10名 200円程度

選択15
1月22日日　
1月28日土　
2月 4日土　

10：00～15：00 藁細工講座 ３回講座で講師と一緒に猫つぐらを作ります。 5名 500円程度

選択16 3月20日月㊗ 10：00～14：00 堀金口管理棟 味噌と味噌玉わら吊作り お持ち帰り味噌作り／味噌玉作り／振る舞い有り 5名 800円

※予め、受講する講座の予約が必要です。定員のある講座では、定員になり次第締め切ります。　※選択講座等で年間入園パスポート以外の方は、公園会場の場合は入園料が必要となります。　※田んぼの教室は水田作業のボランティア活動と
なっています。作業のための入園料は免除になります。　※選択講座により、別途参加費が必要なものが有ります。　※日程、内容に変更がある場合があります。申し込み時にご確認ください。　※募集締め切りの関係で、キャンセルの場合、
講座の１か月前までにお申し出ください。

参 加 対 象 連続講座参加申込者　高校生以上 定 員 20名

参 加 費 5,000円 ❖参加費は、年間一括で初回7月9日土にお支払いください。
※参加料の払い戻し、不参加の回の参加料の割引は致しません。 ※年間パスポート付与。

応 募 方 法 ❖事前申込み　　❖先着順受付
❖申込方法：住所、氏名、年齢、電話番号をアルプスあづみの公園堀金・穂高管理センターさとやま楽校係
❖応募締切：平成28年6月26日日　※定員になり次第締め切り

問 合 せ アルプスあづみの公園堀金・穂高管理センター ☎0263-71-5511まで
【主催】NPO 法人安曇野ふるさとづくり応援団　　【協力】安曇野案内人倶楽部　　【共催】アルプスあづみの公園管理センター

参 加 対 象 原則全 6 回参加申込者（小学校以下は保護者同伴） 定 員 20名

参 加 費 無料 ※但し、年間パスポートの購入が必要です
〈年間パスポート代〉 大人…4,100円、 65歳以上…2,100円、 小人（小中学生）…800円

※年間パスポートをお持ちでない方には講座開始日の5月28日土に作成いたします。

特 典 ❖体験ポイント付与
❖選択講座で「田んぼの教室」への参加者にはお米プレゼント
❖毎回、周辺地域の里山に関するイベント情報の紹介有り

応 募 方 法 ❖事前申込み　　❖先着順受付
❖申込方法：住所、氏名、年齢、電話番号を公園堀金・穂高管理センターさとやま

楽校係へ電話にてご応募ください。
❖応募締切：平成28年5月28日土　※定員になり次第締め切り

参 加 対 象 原則全 5 回参加申込者
（小学校以下は保護者同伴）

定 員 20名

参 加 費 500円　※入園料別途必要

応 募 方 法 ❖事前申込み
❖先着順受付
❖申込方法：住所、氏名、年齢、電

話番号を公園堀金・穂高管理セ
ンターさとやま楽校係へ電話に
てご応募ください。

❖応募締切：平成28年7月16日土
※定員になり次第締め切り

【共催】NPO 法人信州そばアカデミー

応 募 方 法 ❖事前申込み　　❖先着順受付　　❖オプション講座は別途募集
❖申込方法：住所、氏名、年齢、電話番号を公園管理センターへ電話にてご応募ください。
❖応募締切：各活動日の１週間前まで　※定員になり次第締め切り

問 合 せ アルプスあづみの公園堀金・穂高管理センターさとやま楽校係　☎0263-71-5511まで
【協力】公園パートナー・みのむしの会・岩原の自然と文化を守り育てる会

参 加 対 象 ❖ボランティア活動に興味ある方
❖小学校以下保護者同伴（家族での参加歓迎）

定 員 各回20～30名程度

参 加 費 無料
特 典 ❖入園料の減免　❖毎回お小昼ふるまい有　❖体験ポイント付与

❖参加者には参加回数に応じてお米プレゼント　❖オプション講座案内



HPは「あづみの公園」で検索

http://www.azumino-koen.jp

平成28年度

［主催・共催］アルプスあづみの公園管理センター／NPO法人安曇野ふるさとづくり応援団／安曇野クラフトゲート匠の杜／NPO法人信州そばアカデミー
［協力］安曇野環境市民ネッワーク／安曇野案内人倶楽部／岩原の自然と文化を守り育てる会／屋敷林と歴史的まちなみプロジェクト／安曇野市里山再生計画／

學而舎／あづみの公園パートナー（社会科教室グループ／理科教室グループ）／みのむしの会
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さとやま楽校が目指すもの、担うことさとやま楽校が目指すもの、担うこと
アルプスあづみの公園の里山を活かして、
里山の未来を考えます。

さとやま楽校は、里山への思いを持つ皆様に
交流と体験を提供するひろばを目指します。

里山の未来について、わくわくしながら学びましょう。
未来の里山の担い手について、みんなで一緒に考えましょう。

アルプスあづみの公園の里山を活かして、
里山の未来を考えます。

さとやま楽校は、里山への思いを持つ皆様に
交流と体験を提供するひろばを目指します。

里山の未来について、わくわくしながら学びましょう。
未来の里山の担い手について、みんなで一緒に考えましょう。

アルプスあづみの公園  堀金・穂高管理センター　
〒399-8295 長野県安曇野市堀金烏川33-4
☎0263-71-5511　Fax.0263-71-5512

国営アルプスあづみの公園ホームページアドレス

堀金・穂高地区 参加者募集のご案内

安曇野 I.C
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クラフトゲート 匠の杜工房　木工専科・天蚕専科

安曇野の伝統産業である天蚕の飼育から糸とり、クラフトまでを幅広く学びます。また、天蚕に関心のある仲間との交流を図ります。
平成 28 年度は下記の関連講座に参加できます。
問 合 せ  アルプスあづみの公園堀金・穂高管理センター  ☎0263-71-5511

【主催】安曇野クラフトゲート 匠の杜　　【共催】アルプスあづみの公園管理センター

実施日時 場　所 講座名 講座内容 定員 対　象 申込方法 参加費

1 6月18日土
13:00～15：00 集合：堀金口管理棟 やまこ飼育苗木植栽 やまこの飼育林を育てるためにクヌギ苗木の植

え体験。 50名

小学生以上
（小学生は
保護者同伴）

❖事前申込み
❖先着順受付　　
❖応募締切：

各活動日の１週間前
※定員になり次第締め切り

参加費無料
※入園料無料日

2 8月6日土
19：00～21：00

集合：
ガイドセンター

やまこ羽化観察と
夜の里山観察会

やまこの羽化の様子と夜の里山でライトトラッ
プによる昆虫観察。 20名 参加費無料

※入園料別途必要

3
9月11日日
9月22日木㊗
9：30～12：30

やまこ繭のコサージュ作り やまこ繭のコサージュ作り 10名
（各日）

500円
※入園料別途必要

4 11月27日日
9：30～12：30

やまこ繭を使った
ランプシェード作り やまこ繭を使ったランプシェード作り 10名 300円

※入園料別途必要

安曇野の里山で育まれてきた「ものづくり
の文化」を次世代につなぎたい。そうした
思いから、地元の作家が集結して工芸教室
を始めました。体験講座も開催します。 
活動日（主に土・日曜日）には、園内須砂
渡口の工房が見学できます。

問 合 せ

安曇野クラフトゲート匠の杜事務局
☎090-4464-9771


