
公園インストラクター事業

自然と遊ぼ。自然と遊ぼ。

４月２９日
月とアルデバランの
接近を観察しよう

土 18:30～
20:30

　
　月とアルデバランが大接近
します。その様子を大望遠鏡
で見てみよう。
　

集合場所　音楽堂（予定）
費　　用　無料
定　　員　先着１００名
雨　　天　中止
特　　典　中学生以下に蛍光
　　　　　ブレスレットをプ
　　　　　レゼントします

７月１日 ホタル観賞の夕べ

土 18:30～
20:30   ホタルの生態を学び、園内の沢辺に

自然発生するホタルの群れの飛ぶ様子
を鑑賞します。

６月４日 初夏の山野草観察会

日 9:00～
正午

　　　　（展望台駐車場　より徒歩１分）

集合場所　多目的ハウス
費　　用　無料
定　　員　先着１００名
持 ち 物　虫メガネ・カメラ等
服　　装　林の中も歩きます、歩きやすい服装で
　　　　　ご参加下さい
［この時期見られる野草］
アズマスゲ、シュンラン、ヒメカンスゲ、チゴユリ、ヤマユリ、
シュンラン、イチヤクソウ、ウメガサソウ、ギンリュウソウ、
ミヤマナルコユリ、タチシオデ、コアジサイ

４月２９日４月２９日 土 3月３１日3月３１日 土
20172017 20182018

しょ　  か　　　　　 さん　  や　   そう　 かん　 さつ　 かい

山野草に詳しい先生にお話を聞きな
がら園内を散策します。

秩父ミューズパークで
し 　　　ぜ ん　　　　　  あそし 　　　ぜ ん　　　　　  あそ

集合場所　パルテノン
費　　用　無料
定　　員　５００名
持 ち 物　懐中電灯
特　　典　中学生以下に蛍光ブレス
　　　　　レットをプレゼントします

かん　 しょう ゆう

９月１７日 きのこ観察会
日 9:00～

正午
　きのこに詳しい先生にお話を聞きな
がら園内を散策します。
きのこを採取し毒の有無を学習します。
観察会に参加して知識を広げよう。 

　　　　 （展望台駐車場　より徒歩１分）

集合場所　多目的ハウス
費　　用　無料
定　　員　先着１００名
服　　装　林の中も歩きます、
　　　　　歩きやすい服装で
　　　　　ご参加下さい
持 ち 物　ルーペ・トング・カ
　　　　　ゴなど

かん　  さつ　  かい

　
集合場所　パルテノン
費　　用　無料
雨　　天　中止
定　　員　先着１００名
持 ち 物　白いタオル・虫取り網
　　　　　・虫メガネ・虫かご
　　　　　・マーキングペン
服　　装　虫に刺されにくい服装
　　　　　で参加下さい

　
トンボ池に集まる蝶（アサギマ
ダラ）の羽にマーキングして放
蝶します。

海を渡る蝶アサギマダラと
棚田の赤とんぼを見る会１０月１４　１５日

土 9:30～
正午日

・

１０月１日

日 9:00～
正午

あき  　　　さん　 や　  そう  かん  さつ   かい

秋の山野草観察会

　　　　（展望台駐車場　より徒歩１分）

集合場所　多目的ハウス
費　　用　無料
先　　着　先着１００名
持 ち 物　虫メガネ・カメラ・筆記用具等
服　　装　林の中も歩きます、歩きやす
　　　　　い服装でご参加下さい

山野草に詳しい先生にお話を聞き
ながら園内を散策します。

この時期に見られる野草たち
コウヤボウキ、アキノキリンソウ、オクモミジハグマ、カシワバハグマ、
キバナアキギリ、イヌショウマ、ジュウモンジシダ、コバノガマズミ、
オトコヨウゾメ、ムラサキシキブ、ツクシハギ、オトコエシ

１１月１８日 秋の星座観察会
土 18:00～

20:00

　　　　 （展望台駐車場　より徒歩１分）

集合場所　多目的ハウス
費　　用　無料
雨　　天　中止
先　　着　１００名
服　　装　暖かい服装でご参
　　　　　加下さい
特　　典　中学生以下に蛍光
　　　　　ブレスレットをプ
　　　　　レゼントします

　今年も獅子座流星群に会えるか。

あき　　　　　 せい　 　ざ　　かん　  さつ　  かい

２月４日 バードウオッチング
日 9:00～

正午 　園内を散策しながら、野鳥を観察します。

集合場所　百花園駐車場
参 加 費　無料
持 ち 物　双眼鏡
　　　　　筆記用具等
定　　員　先着１００名
服　　装　歩きやすい服装
　　　　　でご参加下さい

冬は木の葉も落ちて見通しがきき、林の中に
いる鳥も見る事が出来ます。

３月１７日 早春の生き物観察会
土日9:30～

正午

　
集合場所　パルテノン
費　　用　無料
定　　員　先着５０名
持 ち 物　虫メガネ・虫かご
　　　　　・虫取り網 
服　　装　歩きやすい服装で
　　　　　ご参加下さい

そうしゅん　　　いき　　　もの  かん  さつ  かい

　
　越冬した昆虫たちや、チョウや
トンボの幼虫やオタマジャクシ等
を探してみよう。

3月３１日 春の妖精
　 　 カタクリ観察会

土 9:30～
正午 インストラクターの解説を聞きながら

駒沢のカタクリ園を観察します。
水芭蕉やアズマイチゲ・ニリンソウも
見れます。 

集合場所　パルテノン
費　　用　無料
定　　員　１００名
持 ち 物　虫メガネ・カメ
　　　　　ラ・筆記用具等
服　　装　歩きやすい服装
　　　　　でご参加下さい

かん　さつ　かい

はる　　　　 よう　せい
20182018

20182018

20182018

１２月１７日 羽子板を作ってみよう
日 9:30～

正午 　伝統的な正月のあそび道具、羽子板を
色々なパーツを使って完成させます。
自分だけの羽子板を作ってみませんか？
出来たものはお持ち帰りできます。

  は    ご   いた　　  つく

８月１２日
星空観察キットを
　使って星を学ぼう

土 18:00～
19:00

集合場所　音楽堂（予定）
費　　用　５００円
定　　員　２０組
　　　　 （申込み先着順）
特　　典　１５００円相当の
　　　　　キットを使います
　　　　　完成品はお持ち帰
　　　　　りできます

星空観察キットを使って、
星空の移り変わりを学習しよう。
（３０分程度で組み立てられるキットです）

８月１２日 夏の星座観察会
土 19:00～

21:00 公園インストラクターの解説を聞き
夏の星座を観察しましょう。
 

集合場所　音楽堂（予定）
費　　用　無料
定　　員　先着１００名
特　　典　中学生以下に蛍光
　　　　　ブレスレットをプ
　　　　　レゼントします

なつ　　　　　  せい　 　ざ　　 かん　  さつ　  かい

※天候により星座が見えない場合は、スライド上映になります。

８月５日 子ども昆虫探検隊
土 9:00～

正午

集合場所　スポーツの森
　　　　　センターハウス前
　　　　　昆虫の森　入口
費　　用　無料
定　　員　先着５０名
持 ち 物　虫かご・虫取り網
服　　装　蚊に刺されない服装でご参加下さい
特　　典　中学生以下の小人に｢蛍光ブレスレッ
　　　　　ト｣をプレゼントいたします

集合場所　百花園駐車場
費　　用　無料
定　　員　先着５０名
持 ち 物　虫カゴ・虫取り網
服　　装　帽子・林の中も歩きます、歩きやすい
　　　　　服装でご参加下さい

　散策しながら、昆虫を観察します。

こ　　　　　　　こんちゅう たん　けん　たい

７月２９日 夜の昆虫探検隊
土 19:00～

21:00

よる　　　　こんちゅう たん　けん　たい

　
昆虫の習性（走光性）を利用して、
光に集まる虫を観察します。

８月１３日ペルセウス
　　　　　　　 流星群極大！
８月１３日ペルセウス

　　　　　　　 流星群極大！

★★

※アルデバランは「おうし座」の一等星

申し込み・お問い合わせは　秩父ミューズパーク管理事務所までお願いします。　電話　０４９４－２５－１３１５
当公園では、動植物などの専門知識を持つボランティアである「公園インストラクター」の方々の協力を得て、各種イ

ベントを実施しています。平成２９年度はこのリーフレットのイベントを開催します。どうぞ積極的にご参加下さい。

集合場所　音楽堂
費　　用　無料
定　　員　２０組（申込み先着順）
対　　象　小・中学生及び保護者
服　　装　作業し易い服装でご参加
　　　　　下さい

（予定）


