
PRESS RELEASE
2017年 4 月 5日(水)

　平素より国営アルプスあづみの公園の運営にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

堀金・穂高地区

【お問合せ】　アルプスあづみの公園管理センター　堀金・穂高地区　企画・広報担当：遠藤・竹迫・池嶋
　　　　　　　TEL：0263-71-5511　FAX：0263-71-5512　〒399-8295　長野県安曇野市堀金烏川 33-4
　　　　　　　公園ホームページ：http://www.azumino-koen.jp
　　　　　　　フェイスブック：https://www.facebook.com/alpsazumino.HH

く自然観察会は、毎月第２・第４土曜日に開催！

園内では、オキナグサやヒガンザクラ等の草花の蕾が膨らみ、賑やかになってきています。
今回ご紹介する内容は、平成29年度 「さとやま楽校」の各教室・講座の説明会です。

■平成28年度各教室の実施風景

平成29年度「さとやま楽校」説明会

く自然観察会は、毎月第２・第４土曜日に開催！

「さとやま楽校」とは､公園の里山を活かした交流と体験を通して、里山の未来を考えていくことを学ぶものです。
内容は『そばの教室』・『田んぼの教室』・『案内人の教室』・『やまこの教室』の4つの教室と、『さとやま発展講座』
からなり、年間を通して多くのプログラムが開催されます。
そこで下記の通りに、平成29年度「さとやま楽校」の説明会を開催いたします。
つきましては、皆様にはご多忙のことと存じますが、取材並びに記事掲載のほど、よろしくお願い申し上げます。

◇開催日時／4月15日(土)　9：00～10：30 (受付開始 8：45～)　◇開催場所／里山文化ゾーン 堀金口
◇内　容　／各教室の紹介・年間スケジュールの確認・里山文化ゾーンの見学
※説明会に参加の方は入園料無料　　　　　

　『さとやま発展講座』雑木林の見学 『そばの教室』種まきの様子 『案内人の教室』田植えの様子

『案内人の教室』ガイドチャレンジの様子 『やまこの教室』コサージュ作りの様子(左)     天蚕繭とコサージュの作品(右)

＊「さとやま楽校」の詳細につきましては、別途添付資料をご覧ください
HPは「あづみの公園」で検索

http://www.azumino-koen.jp

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
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クラフトゲート 匠の杜工房　木工専科・天蚕専科

「さとやま楽校」参加募集ガイダンス会

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

さとやま楽校の５つの教室・講座を紹介し、主な会場となる里山文化ゾーンを見学します。

場　所：堀金口棟　※ガイダンス会への参加費入園料は無料です。

問合せ：アルプスあづみの公園　堀金・穂高管理センター　さとやま楽校係まで



平成2 9 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］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／岩原の自然と文化を守り育てる会／安曇野環境市民ネットワーク

安曇野市里山再生計画／安曇野案内人倶楽部／屋敷林と歴史的まちなみプロジェクト

里山文化ゾーン ソバ花畑里山文化ゾーン ソバ花畑
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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。
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堀金・穂高地区 参加者募集のご案内
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さとやま発展講座

田んぼの教室
田んぼの教室では、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。家族で参加することで子供にも田畑の農体験に参加いただけます。

昭和 30・40年代の田園風景の再現に協力いただきます。すべて参加できなくても、1回だけの参加申し込みも歓迎します。

実施日 時　間 場　所 講座名 　　　　　講座内容

1 9：00～13：00

集合：堀金口棟

「田植え」作業＆泥田あそび 泥田あそび／田植え作業／お小昼ふるまい

2 9：00～12：00 「草取・さつまいも苗植」作業 水田草取り作業／畑の作業／お小昼振る舞い

3 9：00～12：00 「草取・ナタネ収穫」作業 水田草取り作業／畑の作業／お小昼振る舞い

4 7月 9：00～12：00 「草取・小麦刈取り」作業 水田草取り作業／畑の作業／お小昼振る舞い

5 7月 9：00～12：00 「草取・ナタネ脱穀」作業 水田草取り作業／畑の作業／お小昼振る舞い

6 8月 8：00～11：00 「畦草刈」作業／田んぼの生き物調査
畦草刈作業（手鎌を使った体験）／生物数調査（水田、畦、草むら、堰）

／お小昼振る舞い

7 10：00～14：00 「稲刈り＆はぜ掛け」作業 稲刈り／はぜ掛け／お小昼振る舞い

8 10月 10：00～13：00 「脱穀」作業 脱穀作業（稲束運搬作業）／稲わら収納作業／お小昼振る舞い

9 11月 10：00～13：00 集合：中央口ガイドセンター 「新米炊き出し振る舞い」手伝い＆振り返り ぬかくどで新米を炊き出し振る舞う補助／ふりかえり

※通年参加希望の方には、先着順で登録参加いただけます。天候、栽培植物の生育状況により作業活動日が変更になることがあります。各回の作業だけでも募集します。

応募方法

※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　

【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

応募方法

☎080-1010-0981 まで

※定員になり次第締め切り

参加対象

定 員 各回30名程度

参 加 費 無料

特 典

参加対象

定 員 20名

参 加 費 2,000円　

「里山保全・活用」について、未来

の里山の姿について学びます。

日　時：9月30

 13：30～15：00

場　所：堀金口棟広場

参加費：無料 ※無料入園日

定　員：50名

申　込：事前申込

【協力】安曇野市里山再生計画

絶滅危惧種オオルリシジミの保全

活動について、生息地の野焼きを

見学しながら、環境保全の取り組

みについて学びます。

日　時：3月17

 10：30～12：00

場　所：堀金口棟広場

参加費：無料 ※但し入園料別途必要

定　員：50名

申　込：事前申込

【協力】安曇野オオルリシジミ保護対策会議

里山講演会【公開講座】 野焼き見学会【公開講座】

やまこの教室
やまこ（天蚕）の飼育から、糸作り、織体験まで一連の流れを体験いただきます。天蚕に関心のある仲間との交流を図ります。

実施日 時　間 場　所 講座名 講座内容

1 10：00～12：00

集合：堀金口棟

「オリエンテーション」 やまこについて

2 9：30～12：30 「飼育林準備」 飼育林の準備実習

3 9：30～12：30 「卵の糊付け・山付け」 卵の和紙への糊付け実習／飼育林への卵付け実習

4
10：00～12：00

13：00～14：30
集合：中央口ガイドセンター 「糸作りワークショップ」【公開講座】 やまこの糸引き体験／撚糸について

5 6月 9：30～12：30

集合：堀金口棟

「幼虫観察」 幼虫の生態について／幼虫飼育実習

6 9：30～12：30 「幼虫飼育・切り替えし」

7 9：30～12：30 「収繭（しゅうけん）」 繭の収穫実習

8 8月 19：00～21：00
「夜の里山観察＆やまこ羽化観察」
【協力】安曇野環境市民ネットワーク

夜の里山観察／成虫羽化観察

9 9：30～12：30 「やまこ繭のコサージュ作り」【公開講座】 繭を使ったコサージュ作り体験

10 9：30～12：30 「糸づくり体験」【公開講座】 織り糸を真綿から作る体験

11 9：30～12：30 「飼育林片付け」 飼育林の片付け実習

12
11月

9：30～12：30 集合：中央口ガイドセンター 「織り体験」 自分たちで作った糸で織りする体験

※講座内容に変更がある場合があります。　※参加者には10回以上のご利用から年間パスポート購入をお勧めします。
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そばの教室

案内人の教室

オプション体験プログラム

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。そば打ち体験は公園で収穫したそば粉を使って行います。

実施日 時　間 場　所 講座名 講座内容

1 9：30～11：30

集合：堀金口棟

「ソバの種蒔体験」 ガイダンス／そば種蒔き

2 9月 10：00～11：30 「ソバの花観察会」【公開講座】 そばの花観察／花に集まる虫（ポリネーター）観察

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

4 10：00～11：30 「脱穀体験」 天日干そばの実脱穀体験

5 12月 10：00～13：00 あづみの学校 「新そば粉のそば打ち体験」＆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。　※オプション体験プログラムなどへの参加では年間パスポートご利用をお勧めします。

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。

田園集落を事例としてフィールドワークを主体に、ガイドに役立つ企画から実践について学びます。

実施日 時　間 場　所 講座名 講座内容

1 7月 9：00～13：00
集合：中央口ガイドセンター

「講座ガイダンス」 開校式／講座ガイダンス／案内人の役割

2 予定 9：00～13：00 「ワークショップ」 ワークショップ

3 予定 9：00～13：00

集合：安曇野市内実習地

「フィールドワーク」 ガイド実践

4 予定 9：00～13：00 「フィールドワーク」 ガイド実践

5 予定 9：00～13：00 「フィールドワーク」 ガイド実践

6 12月 予定 9：30～13：00 集合：中央口ガイドセンター 「まとめ」 ワークショップ／講座ふりかえり／閉講式

※第1回、第2回、第6回はアルプスあづみの公園堀金・穂高地区、その他は公園外にて開催予定です。尚、講座内容や会場は変更となる場合があります。

各種教室の参加者される方には、優先的に里山関連の体験プログラム（14 種類）に申込参加いただけます。オプション講座は別参加費が必要となります。

実施日 時　間 場　所 講座名 講座内容 定員枠 参加費

1 9月 10：00～15：00 集合：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。
【協力】公園パートナー

5名
200円

※入園料別途必要

2 9月 10：00～11：30 集合：堀金口棟 ソバの花観察会 ソバ畑で栽培するソバの花の形態を観察します。
【協力】信州そばアカデミー

10名
無　料

※入園料別途必要

3
10：00～12：00

13：00～15：00

集合：あづみの学校

ほうき作り ほうき草を使って、ほうきを作ります。
【協力】公園パートナー

10名
200円程度

※入園料別途必要

4

・
12月 ・
12月 ・

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。
【協力】みのむしの会

10名
1作品

500～1,500円
※入園料別途必要

5 1月 13：00～16：00 三九郎ガイドツアー
地元岩原区の三九郎へ参加して繭玉焼き体験を
行います。
【協力】公園パートナー、岩原区

10名
200円程度

※入園料別途必要

6
・
（全3回）

10：00～15：00 【連続講座】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。
【協力】公園パートナー

5名
500円程度

※入園料別途必要

7 10：00～14：00 集合：堀金口棟
【協力】公園パートナー

10名
800円

※入園料別途必要

室
教
の
こ
ま
や

8
10：00～12：00

13：00～14：30
集合：中央口ガイドセンター 糸作りワークショップ やまこの糸引き体験／撚糸について

【協力】安曇野クラフトゲート匠の杜
10名

有　料
※入園料別途必要

9 8月 19：00～21：00

集合：堀金口棟

夜の里山観察＆
やまこ羽化観察

夜の里山観察／成虫羽化観察
【協力】安曇野環境市民ネットワーク、安曇野クラフトゲート匠の杜

10名
無　料

※入園料別途必要

10 9：30～10：30 ちょうちょう観察会・夏 里山文化ゾーンの夏の花に集まるチョウの観察会
【協力】公園パートナー

10名
無　料

※入園料別途必要

11 ・ 9：30～12：30 やまこ繭のコサージュ作り 繭を使ったコサージュ作り体験
【協力】安曇野クラフトゲート匠の杜

各日

5名
500円

※入園料別途必要

12 9：30～12：30 糸づくり体験 織り糸を真綿から作る体験
【協力】安曇野クラフトゲート匠の杜

5名
500円

※入園料別途必要

室
教
の
人
内
案 13 6月 予定 9：00～14：00 集合：光久寺（予定）

さとやまさんぽ
「明科長峰山」

光久寺や棚田を巡りながら、長峰山に登山します。
【主催】NPO 法人安曇野ふるさとづくり応援団

15名
1,000円

※高校生以上
※事前申込（先着受付）

14 10月下旬 予定 9：00～14：00 集合：第2駐車場（予定）
さとやまさんぽ
「堀金角蔵山」

ススキ原や岩原城址を巡りながら、住吉神社奥社に
登山します。
【主催】NPO 法人安曇野ふるさとづくり応援団

15名

1,000円
※入園料別途必要
※高校生以上

※事前申込（先着受付）

応募方法

※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

　※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／屋敷林と歴史的まちなみプロジェクト
【共催】アルプスあづみの公園管理センター　　　　【後援】安曇野市

参加対象 原則全 5回参加申込の方（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

参加対象 の方

定 員 20名

参 加 費 5,000円　
※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。

室
教
の
ば
そ
・
室
教
の
ぼ
ん
田

そばの教室

案内人の教室

オプション体験プログラム

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。そば打ち体験は公園で収穫したそば粉を使って行います。

時　間 場　所 講座名 講座内容

9：30～11：30

集合：堀金口棟

「ソバの種蒔体験」 ガイダンス／そば種蒔き

10：00～11：30 「ソバの花観察会」【公開講座】 そばの花観察／花に集まる虫（ポリネーター）観察

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

10：00～11：30 「脱穀体験」 天日干そばの実脱穀体験

10：00～13：00 あづみの学校 「新そば粉のそば打ち体験」＆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。　※オプション体験プログラムなどへの参加では年間パスポートご利用をお勧めします。

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。

田園集落を事例としてフィールドワークを主体に、ガイドに役立つ企画から実践について学びます。

時　間 場　所 講座名 講座内容

9：00～13：00
集合：中央口ガイドセンター

「講座ガイダンス」 開校式／講座ガイダンス／案内人の役割

9：00～13：00 「ワークショップ」 ワークショップ

9：00～13：00

集合：安曇野市内実習地

「フィールドワーク」 ガイド実践

9：00～13：00 「フィールドワーク」 ガイド実践

9：00～13：00 「フィールドワーク」 ガイド実践

9：30～13：00 集合：中央口ガイドセンター 「まとめ」 ワークショップ／講座ふりかえり／閉講式

※第1回、第2回、第6回はアルプスあづみの公園堀金・穂高地区、その他は公園外にて開催予定です。尚、講座内容や会場は変更となる場合があります。

各種教室の参加者される方には、優先的に里山関連の体験プログラム（14 種類）に申込参加いただけます。オプション講座は別参加費が必要となります。

時　間 場　所 講座名 講座内容 定員枠 参加費

10：00～15：00 集合：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。
【協力】公園パートナー

5名
200円

※入園料別途必要

10：00～11：30 集合：堀金口棟 ソバの花観察会 ソバ畑で栽培するソバの花の形態を観察します。
【協力】信州そばアカデミー

10名
無　料

※入園料別途必要

10：00～12：00

13：00～15：00

集合：あづみの学校

ほうき作り ほうき草を使って、ほうきを作ります。
【協力】公園パートナー

10名
200円程度

※入園料別途必要

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。
【協力】みのむしの会

10名
1作品

500～1,500円
※入園料別途必要

13：00～16：00 三九郎ガイドツアー
地元岩原区の三九郎へ参加して繭玉焼き体験を
行います。
【協力】公園パートナー、岩原区

10名
200円程度

※入園料別途必要

（全3回）
10：00～15：00 【連続講座】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。

【協力】公園パートナー
5名

500円程度
※入園料別途必要

10：00～14：00 集合：堀金口棟
【協力】公園パートナー

10名
800円

※入園料別途必要

10：00～12：00

13：00～14：30
集合：中央口ガイドセンター 糸作りワークショップ やまこの糸引き体験／撚糸について

【協力】安曇野クラフトゲート匠の杜
10名

有　料
※入園料別途必要

19：00～21：00

集合：堀金口棟

夜の里山観察＆
やまこ羽化観察

夜の里山観察／成虫羽化観察
【協力】安曇野環境市民ネットワーク、安曇野クラフトゲート匠の杜

10名
無　料

※入園料別途必要

9：30～10：30 ちょうちょう観察会・夏 里山文化ゾーンの夏の花に集まるチョウの観察会
【協力】公園パートナー

10名
無　料

※入園料別途必要

9：30～12：30 やまこ繭のコサージュ作り 繭を使ったコサージュ作り体験
【協力】安曇野クラフトゲート匠の杜

各日

5名
500円

※入園料別途必要

9：30～12：30 糸づくり体験 織り糸を真綿から作る体験
【協力】安曇野クラフトゲート匠の杜

5名
500円

※入園料別途必要

9：00～14：00 集合：光久寺（予定）
さとやまさんぽ
「明科長峰山」

光久寺や棚田を巡りながら、長峰山に登山します。
【主催】NPO 法人安曇野ふるさとづくり応援団

15名
1,000円

※高校生以上
※事前申込（先着受付）

9：00～14：00 集合：第2駐車場（予定）
さとやまさんぽ
「堀金角蔵山」

ススキ原や岩原城址を巡りながら、住吉神社奥社に
登山します。
【主催】NPO 法人安曇野ふるさとづくり応援団

15名

1,000円
※入園料別途必要
※高校生以上

※事前申込（先着受付）

応募方法

※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

　※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／屋敷林と歴史的まちなみプロジェクト
【共催】アルプスあづみの公園管理センター　　　　【後援】安曇野市

原則全 5回参加申込の方（小学校以下は保護者同伴）

※入園料別途必要

の方

※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。



HPは「あづみの公園」で検索

http://www.azumino-koen.jp

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
安曇野 I.C

北海渡

さとやま楽校さとやま楽校あづみの学校あづみの学校

基礎基礎 専攻専攻

地域との連携地域との連携

応用応用総合総合

理科

社会

芸術

そば

理科

社会

芸術

そば

さとやま
発展講座
さとやま
発展講座

環境

リーダー

環境

リーダー

安曇野

ガイド

安曇野

ガイド

クラフトゲート

匠の杜

クラフトゲート

匠の杜

里山育成

ボランティア

里山育成

ボランティア

スローフードの

達人

スローフードの

達人

やまこの教室やまこの教室

田んぼの教室田んぼの教室

案内人の教室案内人の教室

そばの教室そばの教室

さとやま楽校についてさとやま楽校について ステップアップと仲間づくりステップアップと仲間づくり

クラフトゲート 匠の杜工房　木工専科・天蚕専科

「さとやま楽校」参加募集ガイダンス会

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

さとやま楽校の５つの教室・講座を紹介し、主な会場となる里山文化ゾーンを見学します。

場　所：堀金口棟　※ガイダンス会への参加費入園料は無料です。

問合せ：アルプスあづみの公園　堀金・穂高管理センター　さとやま楽校係まで


