
平成26年度農林業体験の機会提供業務実績一覧表

イベント名 内容 開催日 参加料（円） 参加者数 開催場所

土の子あそび「たねとりお掃
除春先の収穫体験」

ブロッコリーとキャベツの収穫 H26.4.6 無料 8
里山体験棟
農業見本園

ハーブcafé チコリーの収穫 H26.4.10 300 6
交流広場
菜園

土の子あそび「菜の花お野
菜収穫＆種取りおそうじ」

ナタネとかき菜の花芽収穫 H26.4.13 無料 22 農業見本園

土の子あそび「春の種取りお
掃除なのはな収穫」

かき菜の花芽摘み、菜の花で花束
作り

H26.5.4 無料 28
農業見本園
菜園

土の子あそび「菜園たんけ
ん」

レタスの収穫、ローズマリーのハー
バルバス袋づくり

H26.5.3 無料 11
第六農園
ハーブ園

土の子あそび「種取りお掃除
アブラナ科の収穫体験」

ブロッコリーとカキ菜の花芽収穫 H26.5.3 無料 10 農業見本園

お米育て隊　第１回「泥んこ
あそび」

代かきをしつつ、相撲を取ったり、
トンボをかけたりして泥んこあそび

H26.5.4 2500 20
里山体験棟
棚田

土の子あそび「ハーブバス作
り」

ローズマリー収穫 H26.5.4 無料 26 ハーブ園

土の子あそび「草花ぬりえ＆
花束作り」

パンジーの花摘み＆ぬりえ、
チューリップの花束作り

H26.5.5 100 18
バリアフリー花
壇
第6農園

土の子あそび「ヨモギ餅つ
き」

ヨモギを使った餅つき体験 H26.5.5 300 47 自然観察の森

土の子あそび「草花ぬりえ」
花壇の花摘み、花柄のぬりえと押
し花

H26.5.6 100 18
バリアフリー花
壇
第6農園

土の子あそび「ヨモギ餅つ
き」

ヨモギを使った餅つき体験 H26.5.6 300 35 自然観察の森

ハーブcafé アロマスプレー作り H26.5.8 600 7
交流広場
菜園

土の子あそび「母の日イベン
ト花束作り」

花壇の花摘み、花束作り H26.5.11 100 20
バリアフリー花
壇
第5 6農園

土の子あそび「お花摘み＆
菜園たんけん」

マロウとジャーマンカモミールの花
の収穫

H26.5.25 無料 21 第1・2菜園

土の子あそび「パンジーで折
り紙作り」

パンジーの摘花とそれを用いたぬ
りえで折り紙作り

H26.5.25 無料 7
バリアフリー花
壇

土の子あそび「菜園たんけん
＆ハーブのお花摘み」

ハーブの香り比べ、花摘み H26.6.1 無料 2 菜園

お米育て隊　第２回「田植え」 棚田の田植え H26.6.8 2500 23
里山体験棟
棚田下の大田ん
ぼ

土の子あそび「大田んぼ　お
田植え」

ササニシキの田植え H26.6.8 無し 27
棚田下の大田ん
ぼ

ハーブcaféマロウの試飲とル
バーブジャム作り

コモンマロウ、ルバーブの花摘み、
マロウの試飲、ルバーブジャム作り

H26.6.12 500 7
菜園・里山交流
館内作業室

土の子あそび「玉ねぎの収
穫と小麦の収穫」

玉ねぎの収穫、小麦の収穫 H26.6.29 100 13 里山体験棟



お米育て隊　第３回「畦豆植
え」

イネの生育調査、畦の草刈り、畦
豆植え

H26.7.5 2500 18
里山体験棟
棚田

土の子あそび「ハーブの花束
作り」

ハーブの花の収穫、花束作り H26.7.6 100 20 ハーブ園

ハーブcafé「スイートバジル
でジェノベーゼ作り」

スイートバジルの収穫、ジェノベー
ゼ作り

H26.7.10 500 12
菜園・里山交流
館内作業室

土の子あそび「ラベンダーの
収穫とポプリ作り」

ラベンダーの剪定とポプリ作り H26.7.12 無料 7 菜園

土の子あそび「菜園のお手
伝い　ハーブの花束作り」

ハーブの剪定とその花の収穫と花
束作り

H26.7.13 100 20 菜園

土の子あそび「夏のおやさい
収穫体験」

ズッキーニ、ピーマン、シシトウ、
キュウリの収穫

H26.7.20 100 7 農業見本園

土の子あそび「菜園のお手伝い
ハーブの花束作り」午前の部

ハーブの剪定とその花の収穫と花
束作り

H26.7.21 100 14 菜園

土の子あそび「菜園のお手伝い
ハーブの花束作り」午後の部

ハーブの剪定とその花の収穫と花
束作り

H26.7.21 100 14 菜園

土の子あそび「ジャガイモ収
穫」

ジャガイモの収穫と草取り H26.7.27 100 5 農業見本園

土の子あそび「トウモロコシ
の収穫」

トウモロコシの収穫 H26.7.29 100 4 農業見本園

土の子あそび「トウモロコシ
の収穫」

トウモロコシの収穫 H26.7.31 100 6 農業見本園

お米育て隊　第４回「かかし
作り」

イネの生育調査、かかし作り H26.8.2 2500 18
里山体験棟
棚田

土の子あそび「トウモロコシ
の収穫」

トウモロコシの収穫
H26.8.
2・3・6・7

100 86 農業見本園

ハーブcafé「ミントシロップ作
り」

ミントの収穫、ミントシロップ作り H26.8.14 500 8
菜園
里山交流館

ソバ作りの会第１回「秋ソバ
蒔き）

秋ソバ蒔き H26.8.2 2000 8
里山交流館
第４菜園

土の子あそび「菜園のお手
伝いブルーベリー収穫」

開花ハーブの剪定、ブルーベリー
の収穫

H26.8.31 無料 19 菜園

お米育て隊　第５回「生きも
の調査と防鳥ネット張り」

田んぼに集まる生き物捕獲、防鳥
ネット張り

H26.9.6 2500 18 棚田

土の子あそび「大根の種蒔き
と夏野菜の収穫」

大根の種蒔き、夏野菜の収穫 H26.9.14 無料 15 里山体験棟

土の子あそび「大根の種選
別とブルーベリーの収穫」

大根の種の選別、ブルーベリーの
収穫

H26.9.14 100 35
里山交流館
菜園

土の子あそび「大根の種蒔き
と夏野菜の収穫」

大根の種蒔き、夏野菜の収穫 H26.9.15 無料 24 里山体験棟

ソバ作りの会第２回「お花の受
粉のお手伝いと防鳥ネット張り）

花の観察と受粉作業、防鳥ネット
張り

H26.9.20 2000 8
里山交流館
第４菜園

土の子あそび「シソの実収穫
＆ふりかけ作り」

シソの実の収穫と、その実を使って
塩漬け作製

H26.9.21 100 31
農業見本園
里山体験棟

土の子あそび「冬のお野菜
の種蒔きと秋のお野菜の収
穫」

真菜と水菜の種蒔き、旬の野菜の
収穫

H26.9.23 無料 34 里山体験棟



土の子あそび「冬のお野菜
の種蒔きと秋のお野菜の収
穫」

真菜と水菜の種蒔き、旬の野菜の
収穫

H26.9.28 無料 34 里山体験棟

お米育て隊　第６回「収穫」 大田んぼの収穫 H26.10.4 2500 18 棚田

土の子あそび「間引きしつつ
葉っぱスタンプ」

大根の間引き、間引きした葉っぱ
でスタンプ遊び

H26.10.12 無し 14
里山体験棟
農業見本園

ソバ作りの会第３回「秋ソバの
収穫」

秋ソバの収穫と脱穀 H26.10.18 2000 8
里山交流館
第４菜園

土の子あそび「秋のお花つ
みと草花おりがみづくり」

バリアフリー花壇の枯れ花摘みと
それを用いたぬりえ折り紙作り

H26.10.19 無料 17
バリアフリー花
壇

土の子あそび「畑の冬支度
＆柿の収穫」

トウモロコシ（爆裂種）の収穫、干し
作業、柿の収穫

H26.10.26 無料 17
里山体験棟
農業見本園

お米育て隊　第７回「しめ縄
作り」

収穫・脱穀した稲わらを使い注連
縄作り

H26.11.1 2500 21 里山交流館

土の子あそび「落花生の収
穫」

落花生の収穫 H26.11.3 無料 51
里山体験棟
農業見本園

里山まつり「里山収穫祭～
ウェルネス秋のいただきまつ
り～」

秋の恵みを楽しむお祭り H26.11.9 各ブース 1269
西ゾーン
中央ゾーン

ソバ作りの会第４回「ソバの選
別とそば茶作り」

ソバの風選と水選、ソバ茶づくり H26.11.15 2000 8 里山交流館

土の子あそび「クイズに答え
て大根GET!大根クイズ」

クイズに答えて公園の大根がもら
えます。

H26.11
16・24・30

無料 130 里山交流館

土の子あそび「冬の畑のお手伝
い＆三つの旬のお野菜収穫」

チンゲン菜間引き、大根の収穫 H26.11.23 100 25
里山体験棟
農業見本園

お米育て隊　 終回「お米を
楽しみつくす」

おもちつき　等 H26.12.6 2500 21 里山体験棟

土の子あそび「３つのお野菜
収穫」

チンゲン菜、にんじん、キウイの収
穫

H26.12.7 100 3
里山体験棟
農業見本園

土の子あそび「冬の畑のお手伝
い＆三つの旬のお野菜収穫」

にんじん、カブ、キウイの収穫 H26.12.14 100 23
里山体験棟
農業見本園

ソバ作りの会第４回「ソバの石
取り＆粉ひきとソバガキ作り」

ソバの石取りと製粉、ソバガキ作り H26.12.20 2000 8 里山体験棟

土の子あそび「３つのお野菜
収穫」

シャクシナ、大根、キウイの収穫 H26.12.21 100 22
里山体験棟
農業見本園

土の子あそび「キウイ収穫＆
ドライフルーツに挑戦」

キウイ収穫 H26.12.23 無料 9
農業見本園
里山交流館

土の子あそび「クイズに答え
て焼き芋GET!焼き芋パー
ティー」

クイズに答えて焼き芋がもらえま
す。

H26.12.25 100 26
里山交流館前の
砂利広場

土の子あそび「お鍋のお野
菜収穫＆畑のお片付け」

大根や水菜などを収穫 H26.12.28 100 12 農業見本園

土の子あそび「聖護院大根
の母本選抜と大根の収穫」

聖護院大根の母本選抜と大根の
収穫

H27.1.4 無料 24
里山体験棟
農業見本園

ハーブcafé「ゆずの化粧水作
り」

園内にあるゆずを使って簡単化粧
水づくり

H27.1.8 600 13
里山体験棟
農業見本園

土の子あそび「冬の畑のお手伝
い＆２種の大根の収穫」

大蔵大根、聖護院大根の収穫 H27.1.11 100 1
里山体験棟
農業見本園



土の子あそび「麦踏みと固定
種大根の収穫」

麦踏み、大根の収穫 H27.1.12 100 4
里山体験棟
農業見本園

土の子あそび「冬の畑遊び
＆大根比べ」

麦踏み、ブロッコリーの新芽試食、
大根の収穫

H27.1.18 無料 28 農業見本園

ソバ作りの会第６回「竹でソバ猪
口＆箸作り」

竹のお猪口と箸作り H27.1.24 3000 7 里山体験棟

土の子あそび「麦踏みと固定
種大根の収穫」

麦踏み、大根の収穫 H27.1.25 100 11
里山体験棟
農業見本園

土の子あそび「畑の片付けのお
手伝い、固定種大根の収穫とブ
ロッコリー観察」

ブロッコリーの新芽試食、大根の収
穫

H27.1.25 無料 2 農業見本園

土の子あそび「冬のお片付
け＆農家のおやつ」

大根の収穫、ネギの収穫 H27.2.15 100 21
里山体験棟
農業見本園

ソバ作りの会第７回「蕎麦打ち」 蕎麦打ち体験 H27.2.21 3000 8 里山体験棟

土の子あそび「固定種の種
採りとアブラナ科のお花摘
み」

水菜、白菜、シャクシナの収穫 H27.3.22 100 9 農業見本園



平成27年度農林業体験の機会提供業務実績一覧表

イベント名 内容 開催日 参加料（円） 参加者数 開催場所

土の子あそび「菜の花摘みと
種取りのお手伝い」

菜の花とブロッコリーの収穫 H27.4.12 無料 28
農業体験棟
農業見本園

土の子あそび「大根を救え！
＆菜の花束作り」

固定種の種取り体験、花摘み作業 H27.4.10 無料 17 農業見本園

お米育て隊　第１回「種播き
と田起こしという名の泥遊
び」

イネの種播き、田起こししながら泥
遊び

H27.5.2 4500円/年 19
棚田
里山体験棟

土の子あそび「森づくり　苗
木を植えよう」

コナラ・ヤマボウシ・エゴノキの苗の
植林

H27.5.4 無料 57 里山交流館前

土の子あそび「ヨモギを摘ん
で草餅作り」

ヨモギを摘み、摘んだヨモギを使っ
た餅つき体験

H27.5.5 300 106 自然観察の森

土の子あそび「母の日プレゼ
ント　ハーブの花束作り」

ハーブ園の花束を摘んでルバーブ
の葉でくるんで花束作り

H27.5.10 100 23 菜園

土の子あそび「大田んぼで
泥遊び」

田んぼで生き物観察と泥団子あそ
び

H27.5.17 無料 25 自然観察の森

土の子あそび「カブのタネ干
し作業とサヤエンドウの収
穫」

カブのタネ干し作業とサヤエンドウ
の収穫

H27.5.17 無料 8 農業見本園

土の子あそび「白菜の種の大救
出！種取り＆サヤエンドウの収
穫」

白菜の種取り作業とサヤエンドウ
の収穫

H27.5.24 無料 27
農業見本園
里山体験棟

土の子あそび「たたいて踏ん
でタネ採り体験」

カブのタネを莢から取り出す作業 H27.5.31 無料 17 里山交流館横

お米育て隊　第２回「田植え」 田植え体験 H27.6.6 4500円/年 27
里山体験棟
棚田

土の子あそび「たたいて踏ん
でマナのタネ採り」

干し上げておいたマナのタネ採り H27.6.7 無料 23 里山体験棟

ハーブcafé「ルバーブジャム
作り」

ルバーブの収穫とジャム作り H27.6.11 800 11
里山体験棟
菜園

土の子あそび「ナタネの種の大
救出！種取り体験」

白菜の種取り作業とハーブのお花
の収穫

H27.6.21 無料 5
倉庫
菜園

お米育て隊　第３回「畔豆植
え」

棚田の畦の草刈りと畦豆植え H27.7.4 4500円/年 20 棚田

ハーブcafé「ジャーサラダ作
り」

二十日大根とサラダ菜とハーブを
収穫してジャーサラダ作り

H27.7.9 1000 12
菜園
里山交流館

土の子あそび「ナスの母体選
抜と夏野菜の収穫」

ナスの母体選抜と夏野菜の収穫 H27.7.19 300 12 農業見本園

お米育て隊　第４回「案山子
作り」

案山子を作って田んぼに設置する H27.8.1 4500円/年 14 棚田

土の子あそび「トウモロコシ
を救え！夏野菜の収穫体
験」

トウモロコシの茎の立て直し作業と
夏野菜の収穫

H27.8.2 無料 7 農業見本園

ハーブcafé「ジェノベーズソー
ス作り」

菜園で収穫したバジルでソースを
作る

H27.8.13 600 9
里山交流館
菜園

ソバ作りの会　第１回「秋ソ
バの種播き」

ソバの種播き H27.8.15 3500円/年 5
里山交流館
菜園



ウェルネス夏まつり 夏まつり H27.8.23 ブースによる 911
里山交流館周辺
等

お米育て隊　第５回「生き物
さがし」

田んぼ周辺の生き物を観察する H27.9.5 4500円/年 19 棚田

土の子あそび「ピーマンの収
穫とミズナのタネ捲き」

ピーマンの収穫とミズナのタネ捲き H27.9.6 無料 13 農業見本園

ソバ作りの会　第２回「ソバ
の花の観察と防鳥ネット張
り」

ソバの花の観察と防鳥ネット張り H27.9.19 3500円/年 5
里山交流館
菜園

土の子あそび「ピーマン収穫
＆秋野菜のタネ捲き」

ピーマンの収穫と聖護院大カブの
種播き

H27.9.20 無料 26 農業見本園

土の子あそび「間引きとミニミ
ニサラダ作り」

ミズナの間引きと間引いた葉でミニ
ミニサラダ作り

H27.10.4 無料 5 農業見本園

ハーブcafé「フェンネルの干
し上げとハーブソルト作り」

フェンネルの干し上げとハーブソル
ト作り

H27.10.8 800 12
菜園
里山交流館

お米育て隊　第６回「稲刈り」 棚田及び大田んぼの稲刈り H27.10.10 4500 13 棚田

ソバ作りの会　第３回「ソバ
収穫」

ソバの収穫、脱穀 H27.10.18 3500 4
菜園
里山交流館

土の子あそび「ワタの収穫体
験」

バジルの刈り取り、ワタの収穫 H27.10.18 無料 14 菜園

ハーブcafé「レモングラスの
冬越し作業とキッチンリース
作り」

レモングラスの冬越し作業とキッチ
ンリース作り

H27.11.12 800 14
菜園
里山交流館

お米育て隊　第７回「脱穀」 イネの脱穀作業 H27.11.14 4500 16 里山体験棟

土の子あそび「聖護院大根
の母本選抜＆大根の収穫」

聖護院大根の母本選抜 H27.11.15 無料 11 農業見本園

ハーブcafé「ゆずの化粧水作
り」

園内にあるゆずを使って簡単化粧
水づくり

H27.12.10 500 13
里山体験棟
農業見本園

土の子あそび「聖護院大カブ
の母本選抜」

聖護院大カブの母本選抜 H27.12.20 無料 8 農業見本園

土の子あそび「解説ミニトー
ク付き!大根クイズ」

クイズに答えて公園産の大根ゲッ
ト

12/1～
12/27

無料 56 里山交流館

土の子あそび「ミズナの母本
選抜と交雑種摘み」

ミズナの母本選抜と交雑種摘み H27.12.27 100 9 農業見本園

土の子あそび「白菜の種取り
と冬野菜の収穫」

白菜の種取りと冬野菜の収穫 H28.1.17 100 26 農業見本園

土の子あそび「白菜の収穫と
アブラナ科のタネ採り」

白菜の収穫とカブの母本選抜 H28.2.7 100 12 農業見本園

土の子あそび「冬から春の畑
で３つののら遊び」

白菜の収穫とシャクシナの母本選
抜

H28.2.21 無料 11 農業見本園

さとやま森の学校「しいたけ
植菌体験」

しいたけ植菌体験 H28.3.27 800 17 里山体験棟



平成28年度農林業体験の機会提供業務実績一覧表

イベント名 内容 開催日 参加料（円） 参加者数 開催場所

土の子あそび「菜の花摘みと
烏骨鶏のエサやり体験」

菜の花を摘み、烏骨鶏にえさを与
える

H28.4.3 無料 25 里山交流館横

土の子あそび「菜の花の収
穫」

菜の花の試食と収穫する H28.4.10 無料 17 農業見本園

土の子あそび「八十八夜の
ハーブ茶作り」

ハーブを摘んでハーブティーを作る
H28.4.29
H28.4.30

100 21 ハーブ園

土の子あそび「菜の花の収
穫」

菜の花の試食と収穫する H28.5.1 無料 16 農業見本園

土の子あそび「ヨモギを摘ん
で草餅作り」

ヨモギを摘み、摘んだヨモギを使っ
た餅つき体験

H28.5.3 300 160 自然観察の森

ハーブcafé「レモングラスの
植え替えと押し花作り」

レモングラスの植え替えと押し花作
り

H28.5.12 500 12
ハーブ園
里山交流館

お米育て隊　第１回「籾まき・
泥あそび」

田植えの準備として、籾まきと田お
こしのための泥あそびをする

H28.5.15 4500円/年 21
棚田
里山交流館

土の子あそび「サヤエンドウ
＆ミニニンジンの収穫」

サヤエンドウ＆ミニニンジンの収穫
体験

H28.5.15 200 8 農業見本園

土の子あそび「サヤエンドウ
の収穫」

サヤエンドウの収穫体験 H28.5.21 100 11 農業見本園

土の子あそび「たたき染め体
験」

畑の野菜の葉っぱなどでたたき染
め体験

H28.5.29 無料 13
農業体験棟
農業見本園

土の子あそび「クワを味わお
う！」

クワの実と葉の収穫体験 H28.6.4 無料 18
里山体験棟～ク
ワの木

ハーブcafé「ルバーブジャム
作り」

ルバーブの収穫とジャム作り H28.6.9 800 14
里山交流館
菜園

お米育て隊　第２回「田植え」 田植え体験 H28.6.12 4500円/年 12
里山体験棟
棚田

土の子あそび「マクワウリの
種まき体験」

ポットに昨年採れたマクワウリの種
を捲く

H28.6.12 無料 14 里山交流館

土の子あそび「アンズの収
穫」

アンズの収穫体験 H28.6.19 無料 8
里山体験棟～果
樹園

お米育て隊　第３回「畔豆植
え」

草むしりをした後、畔豆を畔に植え
る

H28.7.3 4500円/年 8 棚田

土の子あそび「ジャガイモ掘
り」

ジャガイモ４種類の収穫 H28.7.3 200 17 農業見本園

土の子あそび「ジャガイモ掘
り」

ジャガイモの収穫と草取り H28.7.10 無料 14 里山体験棟

ハーブcafé「ミントシロップ作
り」

ミントとカモミールのお茶を飲む、ミ
ントシロップを作る

H28.7.14 600 13
里山交流館
第一農園

土の子あそび「おばけズッ
キーニ収穫体験」

ズッキーニの収穫とミニトマトの収
穫

H28.7.17 200 2 農業見本園

お米育て隊　第４回「生き物
さがし」

田んぼ周辺の生き物を観察する H28.8.7 4500円/年 7 棚田



土の子あそび「夏野菜の収
穫」

夏野菜の収穫 H28.8.7 200 4 里山体験棟

ハーブcafé「ジェノベーズソー
ス作り」

菜園で収穫したバジルでソースを
作る

H28.8.11 800 9
里山交流館
ハーブ園

土の子あそび「甘長トウガラ
シの収穫体験」

甘長トウガラシ、夏野菜の収穫体
験

H28.8.14 100/家族 6 農業見本園

土の子あそび「ブルーベリー
の収穫体験」

ブルーベリーの収穫体験 H28.8.14 200円 18 里山体験棟

ソバ作りの会　第１回「秋ソ
バの種播き」

ソバの種播き H28.8.20 4000円/年 6 第４農園

ウェルネス夏まつり 夏まつり H28.8.21 ブースによる 598
里山交流館周辺
等

お米育て隊　第５回「案山子
作り」

案山子を作って田んぼに設置する H28.9.4 4500円/年 3 里山体験棟

お米育て隊　第５回「案山子
作り」

案山子を作って田んぼに設置する H28.9.11 4500円/年 6 里山体験棟

ソバ作りの会　第２回「防鳥
ネット張り」

防鳥ネット張り H28.9.17 4000円/年 5 第４農園

土の子あそび「夏野菜の収
穫」

夏野菜の収穫 H28.9.25 無料 20 農業見本園

土の子あそび「ホウレンソウ
の種まき」

ホウレンソウの種まきと夏野菜の
収穫

H28.10.2 無料 6 農業見本園

土の子あそび「トウモロコシ
の収穫体験」

トウモロコシを収穫し干し上げる H28.10.9 無料 6 農業見本園

お米育て隊　第６回「収穫」 田んぼで実った稲を収穫する H28.10.10 4500円/年 12 棚田

土の子あそび「キビの収穫体
験」

キビの収穫体験 H28.10.10 無料 19 第５農園

ハーブcafé「ハーブソルト作
り」

ハーブ園から摘んだフレッシュハー
ブを使ってオリジナルハーブソルト
作り

H28.10.13 800 9 里山交流館

ソバ作りの会　第３回「収穫と
天日干し」

ソバの収穫 H28.10.15 4000円/年 4 第４農園

土の子あそび「キビの脱穀体
験」

キビの脱穀体験 H28.10.16 無料 38 里山交流館

山梨ぐんない野菜まつり
郡内地域の種取り野菜をテーマに
した祭り

H28.10.22 無料～500円 495
里山交流館周辺
等

土の子あそび「芋ほり体験」 サツマイモの収穫体験 H28.10.29 無料 16 里山体験棟

土の子あそび「バジルの収
穫祭」

バジルを収穫し、ソースにする H29.10.8 無料 6
菜園
里山交流館

さとやま収穫祭 秋の恵を楽しむ祭り H28.11.6 無料～500円 2959
里山交流館周辺
等

ハーブcafé「レモングラスの
冬越とキッチンリース作り」

レモングラスの冬越とキッチンリー
ス作り

H28.11.10 800 10
ハーブ園
里山交流館

お米育て隊　第７回「脱穀」 稲を千歯こぎで脱穀する H28.11.13 4500円/年 14 里山体験棟

土の子あそび「大根の収穫
体験」

大根の収穫体験 H28.11.13 100 17 農業見本園



ソバ作りの会　第４回「脱穀と
風選」

ソバの脱穀と風選と水選 H28.11.19 4000円/年 4 里山体験棟

土の子あそび「葉っぱの間引
き作業＆収穫体験」

水菜とかき菜の母体選抜 H28.11.27 無料 4 里山交流館

土の子あそび「葉っぱの間引
き作業」

アブラナ科の野菜の母体選抜と間
引き作業

H28.12.4 無料 13 農業見本園

ハーブcafé「ゆずの収穫とゆ
ず茶作り、化粧水作り」

ゆずの収穫とゆず茶作り、種で化
粧水作り

H28.12.8 500 6
里山交流館
農業見本園

お米育て隊　第８回「しめ縄
づくり」

脱穀した後の稲わらを使ってしめ
縄を作る

H28.12.11 4500円/年 13 里山交流館

土の子あそび「大根のお母さ
ん選び」

大蔵大根の母体選抜 H28.12.11 200 8 農業見本園

ソバ作りの会　第５回「ソバ
のゴミ取りと製粉」

ソバのゴミ取りと製粉作業 H28.12.17 4000円/年 3 里山体験棟

土の子あそび「聖護院大カブ
の花咲かせ大作戦！」

聖護院大カブの母体選抜 H28.12.18 100 12 農業見本園

土の子あそび「大根の収穫
体験」

たくあん用の大根と聖護院大根の
収穫

H28.12.25 200 9 農業見本園

ウェルネスHOTな冬まつり 冬まつり H29.1.8 ブースによる 614
里山交流館周辺
等

ハーブcafé「バスボム作り」 ハーブチキン作りと入浴剤作り H29.1.12 800 2 里山交流館

お米育て隊　第９回「お餅つ
き」

５月から育ててきたもち米をついて
食べる

H29.1.15 4500円/年 18 里山体験棟

土の子あそび「たくあん用大
根の収穫＆干し作業」

たくあんにする二年子大根の収穫
＆干し作業

H29.1.15 無料 8 農業見本園

ソバ作りの会　第６回「竹の
お猪口作り」

そばをおいしく食べるための竹から
作る食器作り

H29.1.21 4000円/年 3 里山体験棟

さとやま季節の台所「畑のお
やつ作り」

畑で採った野菜を使ったマドレーヌ
作り

H29.2.12 500 19 里山交流館

ソバ作りの会　第７回「ソバ
打ち」

自分で育てたソバを使いソバ打ち
を行う

H29.2.18 4000円/年 5 里山体験棟

土の子あそび「ブロッコリー
の収穫体験」

収穫を通じてブロッコリーの特徴を
知る

H29.3.5 無料 4 農業見本園

土の子あそび「葉っぱの交雑
防止作戦＆収穫」

交雑を防ぐための不織布掛け作業 H29.3.5 100 16 農業見本園



平成29年度農林業体験の機会提供業務実績一覧表

イベント名 内容 開催日 参加料（円） 参加者数 開催場所

土の子あそび「青汁うま
いっ！もう一杯！」

ケールを収穫して青汁づくり H29.4.2 100 4
里山体験棟
農業見本園

土の子あそび「菜の花の収
穫」

菜の花についての解説を聞き、収
穫する

H29.4.16 100 32 農業見本園

土の子あそび「春キャベツの
収穫」

収穫を通してキャベツが旬であるこ
とを知る

H29.4.30 200 29 農業見本園

さとやま季節の台所「ヨモギ
を摘んで草餅作り」

ヨモギを摘み草餅を作る H29.5.5 300 161
自然観察の森
里山交流館脇

土の子あそび「トマトの苗づく
り」

トマトの苗をセルトレーから大きい
ポットに移植する

H29.5.6 無料 16 里山交流館横

土の子あそび「かんたん！手
染めハンカチづくり」

花壇や植え込みの草花を使ってハ
ンカチに模様をつける

H29.5.7 200 26 花壇周辺

ハーブcafé「ブレンドティー＆
ハーブソルト作り」

菜園から摘みたてのハーブとドライ
ハーブを使って作る

H29.5.11 800 5
ハーブ園
里山交流館

お米育て隊　第１回「籾まき・
泥あそび」

田植えの準備として、籾まきと田お
こしのための泥あそびをする

H29.5.13 4500円/年 15
ハーブ園
里山交流館

土の子あそび「自然のパ
ワーで色塗りをしよう」

花壇や植え込みの草花を使って色
塗りを楽しむ

H29.5.14 無料 2 花壇周辺

土の子あそび「ルッコラの収
穫体験」

ルッコラの間引きと鉢植え体験 H29.5.21 100 13 第５農園

緑のテラス「オキナ草の種ま
き」

オキナ草の種をポットに植える H29.5.25 200 6

土の子あそび「ラベンダーの
ポット苗作り」

ラベンダーの苗をポットに植える H29.5.27 無料 32 第１農園

土の子あそび「サヤエンドウ
の収穫体験」

サヤエンドウの実のつき方を学び
収穫する

H29.5.28 150 33 農業見本園

お米育て隊　第２回「田植え」 苗の成長の話と田植え H29.6.11 4500円/年 19
里山体験棟～棚
田

土の子あそび「お野菜の種と
り準備」

ハクサイの種取りをするために、刈
り取りと干し上げを行う

H29.6.11 無料 16
里山体験棟前～
畑

○○デスク「里山くらしの手し
ごとデスク」

うめしごと体験として、梅シロップや
干し梅作りを行う

H29.6.17 500 26 里山交流館

土の子あそび「アンズの収
穫」

アンズの収穫体験 H29.6.18 100 18
里山体験棟前～
果樹園

お米育て隊　第３回「畔豆植
え」

大豆を畔に植える H29.7.8 4500円/年 8 棚田

ハーブcafé「ハーブカクテル
作り」

ハーブや果実を使ったノンアルコー
ルのカクテル作り

H29.7.13 800 6
里山交流館
ハーブ園

土の子あそび「ジャガイモ掘
り」

ジャガイモには天敵が多いことを学
び収穫する

H29.7.16 無料 13 農業見本園

土の子あそび「お野菜の種と
り」

搾油用の種とり H29.7.23 無料 5 里山体験棟



里山散策と石窯ピザ焼き体
験

林内での薪拾いと拾った薪を使っ
たピザ作り体験

H29.7.30 500 31 里山体験棟

お米育て隊　第４回「生き物
さがし」

田んぼ周辺の生き物を観察する H29.8.5 4500円/年 15 棚田

土の子あそび「ブルーベリー
の収穫体験」

ブルーベリーの収穫体験 H29.8.6 100/家族 19 菜園

土の子あそび「ブルーベリー
の収穫体験」

ブルーベリーの収穫体験 H29.8.13 200円/１パック 20 第１農園

ウェルネス夏まつり 夏まつり H29.8.20 ブースによる 560
里山交流館周辺
等

ソバ作りの会　第１回「秋ソ
バの種播き」

ソバの種播き H29.8.26 2500円/年 1 第４農園

土の子あそび「夏野菜の収
穫」

旬な野菜についてガイドと収穫体
験

H29.8.27 無料 8 里山体験棟

お米育て隊　第５回「案山子
作り」

案山子を作って田んぼに設置する H29.9.2 4500円/年 15 里山交流館

土の子あそび「ブルーベリー
の収穫体験」

ブルーベリーの収穫体験 H29.9.3 200円/１パック 17 菜園

土の子あそび「夏野菜の収
穫～ファイナル」

夏野菜の収穫と次の作付に向けた
片づけ

H29.9.10 無料 13 農業見本園

ハーブcafé「ニョッキで食べ
る！ジェノベーズソース作り」

菜園で収穫したバジルでソースを
作る

H29.9.14 1000
里山交流館
ハーブ園

さとやま歴「たくあん学校」 第１回　種播き H29.9.18 無料 21 農業見本園

土の子あそび「ヒメリンゴの
収穫体験」

ヒメリンゴの収穫体験 H29.9.23 無料 16 中央ゾーン

土の子あそび「甘い？！渋
柿の収穫体験」

熟した渋柿を収穫する体験 H29.10.1 無料 10 果樹園

土の子あそび「バジルの収
穫祭」

バジルを収穫し、ソースにする H29.10.8 無料 6
菜園
里山交流館

お米育て隊　第６回「稲刈り」
稲を刈って、束ねて、ハザかけをす
る

H29.10.14 4500円/年 12 棚田

お米育て隊　第７回「脱穀」
ハザかけをして乾燥させた稲を脱
穀する

H29.10.28 4500円/年 11 里山体験棟

ソバ作りの会　第２回「収穫」 ソバの収穫と脱穀（一部） H29.10.21 2500円/年 4
第４農園
里山交流館

さとやま収穫祭 秋の恵を楽しむ祭り H29.11.5 無料～500円 3279
里山交流館周辺
等

ハーブcafé「レモングラスの
キッチンリース作り」

レモングラスを収穫し、キッチン
リースを作る

H29.11.9 800 2
ハーブ園
里山交流館

土の子あそび「ヤツガシラの
収穫体験」

公園産の里芋について知り、収穫
を行う

H29.11.12 300 10 畑見本園

ソバ作りの会　第３回「脱穀と
選別」

ソバの脱穀と選別を行う H29.11.18 2500円/年 2
里山体験棟
里山交流館

土の子あそび「落花生の収
穫体験」

落花生の種播きからどのように成
長したかを知る体験

H29.11.19 300 20 農業見本園



「里山くらしの手しごとデス
ク」干し柿づくり

干し柿をつくる体験 H29.11.25 200 19 里山交流館

さとやま歴「たくあん学校」 第２回　干す H29.11.26 無料 12 農業見本園

土の子あそび「唐箕を使った
キビの脱穀」

キビを唐箕を使ってキレイにし、す
り鉢を使って精穀する体験

H29.11.26 無料 6 里山体験棟

お米育て隊　第８回「しめ縄
づくり」

脱穀した後の稲わらを使ってしめ
縄を作る

H29.12.2 4500円/年 11 里山交流館

さとやま季節の台所「たくあ
ん学校」

第３回　漬ける H29.12.9 800 16 里山体験棟

ソバ作りの会　第４回「製粉」 ソバの製粉を行う H29.12.17 2500円/年 2 里山交流館

土の子あそび「モロコシ粉づ
くり」

甲州トウモロコシを石臼を使って粉
にする

H29.12.16 無料 8 里山体験棟

ウェルネスHOTな冬まつり 冬まつり H30.1.14 ブースによる 1514
里山交流館周辺
等

お米育て隊　第９回「お餅つ
き」

５月から育ててきたもち米をついて
食べる

H30.1.27 4500円/年 18 里山体験棟

ハーブcafé「ラップでソーセー
ジ作り」

公園産のハーブを使って作る簡単
ソーセージ

H30.2.8 1000 5 里山交流館

土の子あそび「燻製づくり」 家でもできる簡単燻製の体験 H30.2.11 700 22 里山体験棟

ソバ作りの会　第５回「ソバ
打ち」

講師を招きソバ打ちを行う H30.2.17 2500円/年 2 里山体験棟

土の子あそび「ながーい！に
んじんの収穫体験」

にんじんの収穫体験 H30.3.24 無料 13 農業見本園


