【5月】

国営アルプスあづみの公園 大町・松川地区 体験カレンダー

日
月
火
水
自： 自然体験（受付：インフォメーションセンター） 時間：10：30～、13：30～（土日祝のみ）
河畔広場散策10：00～、渓流ピクニック広場散策：13：00～（土日祝のみ）
ネイチャーゲーム（受付：森の体験舎） 時間：10：30～、13：30～
ノルディックウォーク体験（受付：インフォメーションセンター） 時間：10：30～、13：30～
ク： クラフト体験（森の体験舎） 受付時間：9：30～11：30、13：00～15：00
食： 食体験（受付場所：森の体験舎）受付時間：9：30～13：30または14：00（材料がなくなり次第終了）

木

金
1
ク： こいのぼりづくり：200円 自:
ク： サンドアート：200円
自:
ク： 葉っぱのしおり：100円 ク：
ク：
食：

土
2
森の散策体験：無料
ノルディックウォーク体験：無料

泳ぐ！こいのぼり：300円
サンドアート：200円
蒸パンづくり：100円

都合によりプログラムの日程・内容等が変更となる場合がございます。受付時間等の詳細はお問合せください。

3
自： 森の散策体験：無料
自： ノルディックウォーク体験：無料
ク： 泳ぐ！こいのぼり：300円
ク： サンドアート：200円
食： 竹巻パン：200円

4
自： 森の散策体験：無料
自： ノルディックウォーク体験：無料
ク： メッセージクリップ：200円
ク： くるみストラップ：200円
食： 竹巻パン：200円

10
自： 森の散策体験：無料
自： ノルディックウォーク体験：無料
自： ※山菜観察会：500円
（先着30名）
ク： 小枝のクラフト：200円
ク： くるみストラップ：200円
ク： サンドぼっくる：200円
食： 五平餅づくり：200円
17
自： 森の散策体験：無料
自： ノルディックウォーク体験：無料
ク： 粘土カップ：300円
ク： 森のフレーム：200円
ク： ウッディストラップ：200円
食： 季節のどら焼き：100円

11

自：
自：
ク：
ク：
ク：
食：

自：
自：
ク：
ク：
ク：
食：

24
森の散策体験：無料

休園日

18

31
森の散策体験：無料
ノルディックウォーク体験：無料

裂き織りコースター：200円

サンドアート：200円
くるみストラップ：200円
ピザ窯で焼く米粉ピザ：500円

＜公園ホームページ＞
6
7
8
自： 森の散策体験：無料
ク： 小枝のクラフト：200円 ク： 小枝のクラフト：200円
自： ノルディックウォーク体験：無料 ク： くるみストラップ：200円 ク： くるみストラップ：200円
ク： 小枝のクラフト：200円 ク： サンドぼっくる：200円
ク： サンドぼっくる：200円
ク： くるみストラップ：200円
食： 蒸パンづくり：100円

19
ク： 石器づくり：150円～
ク： サンドアート：200円
ク： 葉っぱのしおり：100円

20
ク： 石器づくり：150円～
ク： サンドアート：200円
ク： 葉っぱのしおり：100円

21
ク： 石器づくり：150円～
ク： サンドアート：200円
ク： 葉っぱのしおり：100円

22
ク： 石器づくり：150円～
ク： サンドアート：200円
ク： 葉っぱのしおり：100円
午前は団体貸切の為、
ご利用できません。

25

休園日

自:
自:
ク：
ク：
ク：
食：

9
森の散策体験：無料
ノルディックウォーク体験：無料

小枝のクラフト：200円
くるみストラップ：200円
サンドぼっくる：200円
五平餅づくり：200円

12
13
14
15
16
ク： ※大人の布ぞうりづくり ク： 森のフレーム：200円
ク： 森のフレーム：200円
ク： 森のフレーム：200円
自: 森の散策体験：無料
400円（限定5名）
ク： ウッディストラップ：200円 ク： ウッディストラップ：200円 ク： ウッディストラップ：200円 自: ノルディックウォーク体験：無料
ク： 森のフレーム：200円
ク： サンドぼっくる：200円
ク： サンドぼっくる：200円
ク： サンドぼっくる：200円
自: ネイチャーゲーム：無料
ク： ウッディストラップ：200円
ク： 粘土カップ：300円
ク： 森のフレーム：200円
ク： ウッディストラップ：200円
食： 季節のどら焼き：100円

休園日

ノルディックウォーク体験：無料

石器づくり：150円～
サンドアート：200円
葉っぱのしおり：100円
灰焼きおやき：150円

5
自： 森の散策体験：無料
自： ノルディックウォーク体験：無料
ク： メッセージクリップ：200円
ク： くるみストラップ：200円
食： 竹巻パン：200円

26
ク： 石器づくり：150円～
ク： サンドアート：200円
ク： くるみストラップ：200円

27
ク： 石器づくり：150円～
ク： サンドアート：200円
ク： くるみストラップ：200円

28
ク： 石器づくり：150円～
ク： サンドアート：200円
ク： くるみストラップ：200円

29
ク： 石器づくり：150円～
ク： サンドアート：200円
ク： くるみストラップ：200円

自:
自:
ク：
ク：
ク：
食：

自:
自:
ク：
ク：
ク：
食：

23
森の散策体験：無料
ノルディックウォーク体験：無料

石器づくり：150円～
サンドアート：200円
葉っぱのしおり：100円
灰焼きおやき：150円
30
森の散策体験：無料
ノルディックウォーク体験：無料

フォトスタンドづくり：200円

サンドアート：200円
くるみストラップ：200円
ピザ窯で焼く米粉ピザ：500円

※は、要事前予約となります。詳細・ご予約はホームページまたは、お電話でお問い合わせください。
（ＴＥＬ：0261-21-1212
http://www.azumino-koen.jp）

【６月】
日

国営アルプスあづみの公園 大町・松川地区 体験カレンダー
月
1

休園日

自：
自：
ク：
ク：
ク：

7
森の散策体験：無料
ノルディックウォーク体験：無料

森のケーキづくり：200円
ウッディストラップ：200円
紙すき体験：100円
（受付 14:30まで）
食： 蒸パンづくり：100円

14
自： 森の散策体験：無料
自： ノルディックウォーク体験：無料
ク： 小枝のクラフト：200円
ク： ススキのコースターづくり：200円
（受付：14：00まで）
ク： キーホルダーづくり：200円
食： ピザ窯で焼く米粉ピザ：500円

自：
自：
ク：
ク：
ク：
食：

自：
自：
ク：
ク：
ク：
食：

8

21
森の散策体験：無料

休園日

15

休園日

22

休園日

裂き織りコースター：200円

灰焼きおやき：150円

28
森の散策体験：無料

29

ノルディックウォーク体験：無料

サンドアート：200円
ウッディストラップ：200円
葉っぱのタペストリー：200円

五平餅づくり：200円

9
ク： 石器づくり：150円～
ク： 小枝のクラフト：200円
ク： くるみストラップ：200円

10
ク： 石器づくり：150円～
ク： 小枝のクラフト：200円
ク： くるみストラップ：200円

11
ク： 石器づくり：150円～
ク： 小枝のクラフト：200円
ク： くるみストラップ：200円

土
6
森の散策体験：無料
ノルディックウォーク体験：無料

森のケーキづくり：200円
ウッディストラップ：200円
紙すき体験：100円
（受付 14:30まで）
季節のどら焼き：100円

12
ク： 石器づくり：150円～
ク： 小枝のクラフト：200円
ク： くるみストラップ：200円

13
自: 森の散策体験：無料
自: ノルディックウォーク体験：無料
ク： 小枝のクラフト：200円
ク： ススキのコースターづくり：200円
（受付：14：00まで）
ク： キーホルダーづくり：200円
クラフト工房：午前は団体貸切
食： 竹巻パン：200円
16
17
18
19
20
ク： 森のフレーム：200円
ク： 森のフレーム：200円
ク： 森のフレーム：200円
ク： 森のフレーム：200円
自: 森の散策体験：無料
ク： キーホルダーづくり：200円 ク： キーホルダーづくり：200円 ク： キーホルダーづくり：200円 ク： キーホルダーづくり：200円 自: ノルディックウォーク体験：無料
ク： 葉っぱのしおり：100円
ク： 葉っぱのしおり：100円
ク： 葉っぱのしおり：100円
ク： 葉っぱのしおり：100円
自: ネイチャーゲーム：無料
ク： 森のフレーム：200円
ク： 葉っぱのしおり：100円
ク： 苔玉づくり：400円 ※各回限定5名
（受付10：00、11：00、13：00、14：00）

ノルディックウォーク体験：無料

森のフレーム：200円
葉っぱのしおり：100円

火
水
木
金
2
3
4
5
ク： 森のケーキづくり：200円 ク： 森のケーキづくり：200円 ク： 森のケーキづくり：200円 ク： 森のケーキづくり：200円 自:
ク： ウッディストラップ：200円 ク： ウッディストラップ：200円 ク： ウッディストラップ：200円 ク： ウッディストラップ：200円 自:
ク： 葉っぱのしおり：100円
ク： 葉っぱのしおり：100円
ク： 葉っぱのしおり：100円
ク： ※大人の布ぞうりづくり ク：
400円（限定5名）
ク：
午前は団体貸切の為、
ク：
ご利用できません。
食：

休園日

食： 灰焼きおやき：150円
23
24
25
26
27
ク： 小枝のクラフト：200円
ク： 小枝のクラフト：200円
ク： 小枝のクラフト：200円
ク： 小枝のクラフト：200円
自: 森の散策体験：無料
ク： サンドアート：200円
ク： サンドアート：200円
ク： サンドアート：200円
ク： サンドアート：200円
自: ノルディックウォーク体験：無料
ク： ウッディストラップ：200円 ク： ウッディストラップ：200円 ク： ウッディストラップ：200円 ク： ウッディストラップ：200円 ク： サンドアート：200円
ク： ウッディストラップ：200円
ク： 葉っぱのタペストリー：200円
食： 竹巻パン：200円

30
自： 自然体験（受付：インフォメーションセンター） 時間：10：30～、13：30～（土日祝のみ）
ク： 森のケーキづくり：200円
河畔広場散策10：00～、渓流ピクニック広場散策：13：00～（土日祝のみ）
ク： 草木染め織りタペストリー：200円
ネイチャーゲーム（受付：森の体験舎） 時間：10：30～、13：30～
ク： くるみストラップ：200円
ノルディックウォーク体験（受付：インフォメーションセンター） 時間：10：30～、13：30～
ク： クラフト体験（森の体験舎） 受付時間：9：30～11：30、13：00～15：00
食： 食体験（受付場所：森の体験舎）受付時間：9：30～13：30または14：00（材料がなくなり次第終了）
都合によりプログラムの日程・内容等が変更となる場合がございます。受付時間等の詳細はお問合せください。

※は、要事前予約となります。詳細・ご予約はホームページまたは、お電話でお問い合わせください。
（ＴＥＬ：0261-21-1212
http://www.azumino-koen.jp）
＜公園ホームページ＞

