
箕面の山パトロール隊主催 　平成２８年度子どもハイキングスケジュール

申込み
月度 実施日 時間 場所 解散 参加費 対象者 準備物 締め

時間 切日
H２８年 大人 １箕面大瀧までのハイキング 小学生
６月 １８日 １８時 阪急箕面 ２０時 ２００円 ２ホタルの光の発行実験 以上 軽食 ６月

（土） ００分 　駅前 ３０分 子ども ３ホタルの観賞 （保護者 懐中 １３日
雨天中止 １００円 ４ホタルのお話し 同伴） 電灯

大人 １缶けりアイス遊び 小学生
２４日 ９時 阪急箕面 １４時 ２００円 （材料を入れたボールを蹴り 以上 弁当 7月

７月 （日） ３０分 駅前 ３０分 子ども 　ながらアイスクリーム作り） （保護者 飲み物 19日
雨天中止 １００円 ２ネイチャーゲーム 同伴）

大人 小学生
夏休み ３０日 １８時 阪急箕面 ２０時 ２００円 １セミのお話し 以上 軽食 7月
企画 （土） ００分 駅前 ３０分 子ども ２セミの羽化を見てみよう （保護者 懐中 25日

雨天中止 １００円 同伴） 電灯
大人 １川で水生昆虫を見付けよう 小学生

８月 ７日 ９時 阪急箕面 １４時 ２００円 ２どんな昆虫か調べてみよう 以上 弁当 8月
（日） ３０分 駅前 ３０分 子ども ３水生昆虫から環境を調べる （保護者 飲み物 2日

雨天中止 １００円 ４自然工作教室 同伴）
大人 １瀧安寺までのハイキング 小学生

１０月 １６日 ９時 阪急箕面 １２時 ２００円 ２カマキリを捕まえよう 以上 昆虫 10月
（日） ３０分 駅前 ００分 子ども ３ハリガネムシを見てみよう （保護者 採取網 11日

雨天中止 １００円 （カマキリの中から出て来ます） 同伴）
大人 1瀧安寺までのハイキング 小学生

１１月 ２０日 ９時 阪急箕面 １２時 ２００円 ２どんぐり拾い 以上 軍手 11月
（日） ３０分 駅前 ３０分 子ども ３どんぐりコマ遊び （保護者 15日

雨天中止 １００円 4どんぐり試食会 同伴）
大人 自然工作教室 小学生

１２月 １１日 ９時 阪急箕面 １２時 ２００円 　親子で 以上 特に 12月
（日） ３０分 駅前 ００分 子ども 　カブトムシを作ってみよう （保護者 なし 6日

雨天決行 （室内） １００円 （実施は室内） 同伴）
H２９年 みのお 大人 １しおんじ山までのハイキング 小学生 弁当
２月 １２日 ９時 市民活動 １４時 ２００円 2しおんじ山探検 以上 飲み物 2月

（日） ３０分 センター ００分 子ども 3木こり体験 （保護者 軍手 7日
雨天中止 １００円 4竹の滑り台遊び 同伴）

大人 自然工作教室 小学生
３月 １２日 ９時 阪急箕面 １２時 ２００円 　親子で 以上 特に 3月

（日） ３０分 駅前 ００分 子ども 　カブトムシを作ってみよう （保護者 なし 7日
雨天決行 （室内） １００円 （実施は室内） 同伴）

　　　　　＊イベント内容の詳細は裏面をご覧下さい
[注１] 準備の関係で事前申込みをお願いします。　締め切りは何れも実施日の5日前です。
[注２] お申込み・問い合わせはは「箕面の山パトロール隊のホームペイジ」

又は０８０－５３３２－１８６６　稲井まで
[注３] 屋外のイベントは何れも雨天中止です。　　

当日の朝６：００台の気象庁天気予報にて、午前の降水確率が「５０％以上」の際は原則中止
室内のイベントも警報発令の際は中止します。
前日の雨天状況やスポット天気予報などにより前日に中止を決定する場合があります。
箕面の山パトロール隊ホームペイジ「参加者へのお知らせ」にてご確認下さい。

[注４] 当日はイベント保険は掛けてありますが、原則として自己責任・自己管理でお願いします。
[注５] お子様のご参加には必ず保護者同伴でお願いします。

箕面の山パトロール隊 〒５６２－０００６　箕面市温泉町1丁目1番
電話　０７０－５０４０－９７３４ メール　info@minoh-pato.com

ＨＰ　　http://minoh-pato.com/

実施 集合
内容



 「イベント内容の詳細」 
 □６月１８日（土）「ホタル探索の旅」（子どもから大人まで楽しみます） 
   １ 箕面駅から箕面大滝まで往復６キロ弱の旅（散策）をします 
   ２ 「ホタル博士になろう（ホタルのお話しとクイズ）」と 

「ホタルの光の発行実験（全員が体験）」をします（滝前にて軽食） 
   ３ ホタルは午後７時３０分頃から見ごろになりますので、箕面大瀧 
     から箕面駅までの帰り道にホタル観察をして楽しみます 
 □７月２４日（日）「缶けりアイス」と「ネイチャーゲーム」 

   １ 家族で一日を楽しみます（熱中症予防の為、水分は充分ご用意を） 

   ２ アイスクリームの材料をボールの中に入れ、家族でボール蹴り遊び 

     をしながらアイスクリームを作り、試食します 

   ３ 昼食後に親子で楽しめる「ネイチャーゲーム」をします 

 □７月３０日（土）「セミの羽化」 

   １ 箕面駅から２０分程度歩いてセミの羽化する場所を探索します 

   ２ 軽食後に「セミ博士になろう（セミの話しとクイズ）」をします 
   ３ 午後７時過ぎから８時過ぎまでの約１時間のセミの羽化シヨーです 
 □８月７日（日）「水生昆虫観察」と「自然工作」 
   １ 箕面駅から滝道を歩いて水生昆虫採集場所に移動します 
   ２ 採集の要領や水生昆虫のお話しの後、川で水生昆虫を採集します 

＊川に入ります（１５ｃｍ程度）ので、サンダル・タオル、あれば

網、必要なら着替え＋水分補給（熱中症防止）をご用意下さい 
   ３ 皆なで採集した水生昆虫を「どんな昆虫をゲット出来た」か資料を

基に自分達で調べます。    調査が終わったら水生昆虫による

川の環境を調べてみましょう 
   ４ 採集した水生昆虫を川に戻した後、昼食タイムです 
   ５ 昼食後全員が自然の材料を使って子ども工作教室をします 
 □１０月１６日（日） 

＊カマキリは高い塀にいる事が多いので長い竿の網があると便利です 
 □１１月２０日（日）「ドングリ遊びハイキング」歩く距離は３キロ程度 

１ ドングリ（シイの実）を集めて炒って試食をします 
２ ドングリ（カシの実）を集めてコマ遊びなどをします 

 □１２月１１日（日）と３月１２日（日）は室内ですので雨天決行です 

 □２月１２日（日）「しおんじ山探検と木こり体験」 

    ＊子ども達と「山の探検」と「木こり体験」をしますので、歩き易い

服装・靴（運動靴）と軍手はご用意下さい 
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