〈令和４年度版〉

団体利用プログラム

エントランスゾーン ふんすい広場の様子

1

お申込み

原則、利用希望日の
前月10日までに、
申し込み用紙に必要
事項をご記入いただ
き、FAX、メール、
または郵送にてお申
込みください。

2

ご確認

担当者より内容を
確認するため、ご
連絡します。

3

お支払い

4

ご利用

当日の開始時間前に
公園事務所までお越し
いただき、料金をお支
払いください。

※申込用紙の様式は、公園事務所または公式HP内『団体利用プログラム』にてご確認ください。
※公園の利用状況などにより、ご希望に添えない場合がございます。なるべくお早めにお申込みください。
不明な点や確認などございましたら、公園事務所までお問い合わせください。
お問い合わせ

アクセスマップ
お車でお越しの方
北陸自動車道柿崎ICより
上越方面へ車で15分
大潟PAスマートICより
柏崎方面へ車で10分

交通機関をご利用の方
JR潟町駅より下車
徒歩20分
高速バス潟町バス停より
徒歩5分

大潟水と森公園事務所
☎ ： 025-534-6190
FAX ： 025-534-6010
E-mail ： ogata@greenery-niigata.or.jp
公園の公式HPでも団体利用プログラム
をご覧いただけます。
大潟水と森公園

団体利用プログラム

検索

アウトドアクッキング

参加対象 ： 親子 or 小学4年生以上

バウムクーヘンづくり （4月～11月）

【2～3時間】

○内容：お休み広場ゾーン炊事棟のかまどを利用して
バウムクーヘンを作っておいしくいただきます
※2人で１本のバウムクーヘンを作ります
○申込条件：10名以上20名まで
○参加費：500円/名 ＋炊事棟料金(12名まで2,200円、12～20名4,400円）

ピザ窯体験 （4月～11月）現在、受付を中止しております。
【2時間程度】
○内容：簡易ピザ窯でピザ作りを体験します
○申込条件：10名以上20名まで
○参加費：500円/名
＋炊事棟料金（12名まで2,200円、12～20名4,400円）

体験・観察

参加対象 ： 親子 or 小学生以上

公園ガイド

【 1～2時間】

○内容：公園内を散策し、四季の草花や虫などを観察・体験します
体験例：ハスの葉で象鼻杯体験（8月）、
オニグルミの木で樹液採取体験(2月）など
○申込条件：10名以上30名まで
○参加費：100円/名

ザリガニ釣り （6月～9月上旬）

【 1～2時間】

○内容：潟の里ゾーンの池でザリガニ釣りが体験できます
※釣ったザリガニは持ち帰ることができません
○申込条件：10名以上30名まで
○参加費：300円/名

ネイチャーゲーム

【 1～3時間】

○内容：生き物にふれあいながら、からだを動かし、
自然に対する興味を育む体験学習です
○申込条件：10名程度
○参加費：300円/名

クイズウォークラリー

【 1～2時間】

○内容：公園内の数か所のポイントにクイズを設置し、
自然・歴史・文化に関するクイズを解きながら散策します
○申込条件：10名以上
○参加費：100円/名

クラフト
どんぐりマスコット

参加対象 ： 親子 or 小学生以上

【 30分程度】

○内容：どんぐりに顔をかいたり飾りつけたりして
小さなマスコットを作ります
○申込条件：10名以上30名まで
○参加費：100円/名

小枝のもっくん

参加対象 ： 親子

【 30分程度】

○内容：小枝を使ってかわいいキーホルダーを作ります
○申込条件：10名以上20名まで
○参加費：100円/名

自然素材マグネット

参加対象 ： 親子 or 小学生以上

【 30分程度】

○内容：木の枝のスライスにイラストを描いたり、木の実をつけたりして、
マグネットを作ります
○申込条件：10名以上
○参加費：200円/名

芝坊やづくり（4月～9月）

参加対象 ： 親子 or 小学生以上

【 30分程度】

○内容：くつ下、ペットボトルを使用して頭から芝が生えてくる人形を
作ります
作品は持ち帰って芝生を育てることができます
○申込条件：10名以上30名まで
○参加費：300円/名

ススキのフクロウ（9月～10月）

参加対象 ： 親子

【 1時間程度】

○内容：出たばかりのススキを穂を利用して、かわいくて縁起の良い
フクロウを作ります
○申込条件： 10名以上20名まで
○参加費：300円/名

竹でっぽう

参加対象 ： 小学生以上

【 1時間程度】

○内容：竹でっぽうを作り、紙玉で的あてに挑戦します
○申込条件： 10名以上20名まで
○参加費：300円/名

びゅんびゅんゴマ

参加対象 ： 親子 or 小学生以上

【 30分程度】

○内容：糸を引っ張って回すびゅんびゅんゴマを作って遊びます
○申込条件： 10名以上20名まで
○参加費：200円/名

たこあげ

参加対象 ： 親子 or 小学生以上

○内容：たこを手作りし、広場でたこあげを体験します
○申込条件： 10名以上15名まで
○参加費：200円/名

【 30分程度】

クラフト
まつぼっくりツリー

参加対象 ： 親子 or 小学生以上

【 1時間程度】

○内容：まつぼっくりに飾りをつけて小さなツリーを作ります
○申込条件：10名以上15名まで
○参加費：200円/名

自然素材でモビールづくり

参加対象 ： 小学生以上

【 1～2時間程度】

○内容：枝や木の実でモビール（つるし飾り）を作ります
○申込条件： 10名以上20名まで
○参加費：200円/名

リースづくり（10月～11月）

参加対象 ： 親子 or 小学生以上

【 1時間程度】

○内容：つるで編んだリースにあじさいや木の実を飾りつけます
○申込条件： 10名以上15名まで
○参加費：1,000円/名

ハーブ・ドライフラワークラフト

参加対象 ： 親子 or 大人

【 30分～１時間30分程度】

○内容：タッジーマッジー（ミニブーケ）やスワッグを作ります
○申込条件： 10名以上15名まで
○参加費：500～2,000円/名
※季節によって内容が変わるので詳細はお問い合わせください

ハーバリウム

参加対象 ： 親子 or 小学生以上

【 1時間程度】

○内容：容器にドライフラワーとオイルを入れ、ハーバリウムを作ります
○申込条件： 10名以上15名まで
○参加費：1,500～2,500円/名
※容器の大きさによって参加費が変わるので詳細はお問い合わせください

花炭づくり

参加対象 ： 親子 or 大人

【2時間程度】

○内容：木の実などをかまどの火にくべて炭を作ります
○申込条件：10名以上20名まで
○参加費：300円/名 ＋炊事棟料金（12名まで2,200円、12～20名4,400円）

杉玉づくり（11月～12月）

参加対象 ： 親子 or 大人

【 3時間程度】

○内容：お正月やクリスマスの飾りになる杉玉を手作りします
○申込条件： 5名以上10名まで
○参加費：1,500円/名

門松づくり（11月～12月）

参加対象 ： 親子 or 大人

○内容：高さ50㎝程度のミニ門松を作ります
○申込条件： 10名以上20名まで

【2時間程度】

○参加費：1,500円/名

大潟水と森公園事務所行き

団体利用プログラム申込書
FAX025-534-6010

利用予定日

令和

利用予定時間

年
時

月

日 （

分 ～

時

曜日）
分

ご利用団体名
ご利用人数
希望プログラム名
ご担当者名

ご住所
ご連絡先電話番号
ご連絡先 FAX 番号
ご連絡先 E – mail

その他

大人

人

子ども

人

