四季のつどい

第1 回

23 〔1泊２日〕
回
6月30 〔1泊２日〕 第２
ホタル観賞
6月

ナイトウォークとホタルの
観賞ポイントをご案内
対象／モリトピア愛知 宿泊者
予定人員／３０名
※申込締切 第１回は６/２１
第２回は６/２８
料金（1室８畳）
3・4人利用
9,000円〜
おひとり 大人
小人 5,600円〜
（荒天時は中止)

第３回

29 〔1泊２日〕
鮎つかみと
炭火塩焼き体験
7月

1 日目の夜にキャンプカウンセラ
ーとキャンプファイヤーでゲーム
やスタンツを楽しみ、2 日目は、お
楽しみ「あゆのつかみ取り」体験と
炭火塩焼きをします。
対象／一般 （荒天時は中止)
予定人員／３０名
申込締切／７/２６

11

８月

㊗〔1泊２日〕

山に感謝!! 山で思い出をつくろう

山の日イベント
ネイチャーゲームと
合同キャンプファイヤー

夜は合同キャンプファイヤーで思
い出をつくり、2 日目は早朝散策
でさわやかな森の朝を満喫しキャ
ンプカウンセラーと一緒にレクゲ
ームも楽しみます
対象／一般
予定人員／９０名
申込締切／8/8

※（1組2名以上でお申込みください）
※あゆは1人1匹となります（乳幼児は除く）
※宿泊費とキャンプ場利用料は別途必要
となります。
「宿泊費/2食付き(1部屋[8畳]3・4人
利用)」
おひとり 大人/1人 9,000 円〜
小人/1人 5,600 円〜
「キャンプ場利用料」
大人/1人 200円
小人/1人 100円

第４回

料金（1室８畳）
3・4人利用
大人 ９,４00円〜
おひとり
小人 5,９00円〜
（荒天時は中止)

1泊2食付きの宿泊イベント

第５回

26 〔1泊２日〕
鮎つかみと
炭火塩焼き体験
8月

第６回

22 〔1泊２日〕
ファミリーキャンプ

1 日目の夜にキャンプカウンセラ
ーとキャンプファイヤーでゲーム
やスタンツを楽しみ、2 日目は、お
楽しみ「あゆのつかみ取り」体験と
炭火塩焼きをします。

9月

キャンプ初心者でも安心して参
加できるように、バンガローで宿
泊します。
大学生のボランティアと一緒に
散策やキャンプファイヤー、炊飯
などお楽しみいっぱいの２日間を
過ごし、楽しい思い出を作ろう。
対象／一般 （荒天時は中止)
予定人員／３０名

対象／一般 （荒天時は中止)
予定人員／３０名
申込締切／８/２３
※（1組2名以上でお申込みください）
※あゆは1人1匹となります（乳幼児は除く）
※宿泊費とキャンプ場利用料は別途必要
となります。
「宿泊費/2食付き(1部屋[8畳]3・4人
利用)」
おひとり 大人/1人 9,000 円〜
小人/1人 5,600 円〜
「キャンプ場利用料」
大人/1人 200円
小人/1人 100円

申込締切／9/15
参加費／大人 ４,０00円〜
小人 ３,０00円〜

この夏、県民の森で
自然と楽しく遊ぼう!!
（公財）愛知公園協会 [指定管理者]

県民の森
ご家族で楽しめる
日帰りBBQ（バーベキュー）は
いかがですか!!

愛知県新城市門谷字鳳来寺7- 60
TEL0536-32-1262・FAX0536-32-1273

8月20
8月1 ~11月30
8月12 ~19
6月17
3
6月30 ~7月７
飯ごうで鮎ご飯を どうぶつベンチを 七夕飾りづくり 合同キャンプ 小学生キャンプ
県民の森
ファイヤー
つくろう
つくろう
写生大会
6月

第34回

キャンプ場で飯ごうでご飯を
炊いて鮎ご飯をつくります。
（同時にカレー･BBQ など、
おかずづくりも出来ます）
※お米とおかずづくりに必要な
食材は持参してください

対象／一般
予定人員／２０名
申込締切／５/３０
料金（1組・3〜4名）
600円／1組

講師の先生に教えてもらい
ながら、実際に座れるどうぶ
つ型のベンチをつくります。
（戌年にちなんでダックスフ
ンドをつくります）
午前の部…………10:00~
午後の部…………13:00~

折り紙などで短冊を作り、願
い事を書いてモリトピア愛
知ロビーの大きな笹に飾り
ます。
対象／一般
参加費／無料
自由参加

対象／一般
予定人員／
午前･午後 各１０名
申込締切／6/14

※材料費込み／
ただし、キャンプ場利用料は別途必要
（大人:1人/200円・小人:1人/100円）
なべ、鉄板の貸出（有料）有り

宿泊費とキャンプ場利用料（貸出
し物品）は別途必要となります。

※空きがあれば当日可

参加費／無料

※材料費は実費必要
（材料費 1つ/3,000円）

緑と風の香りを感じるレストラン

全国どんぶりフェア開催中
あなたが決める
(大河ドラマ)シリーズ
限定
１日10食

第２弾

｢西郷丼｣

※お支払い時に料金を決めて下さい

好評!! 第1弾 ｢直虎ヘルシー丼｣もあります

喫茶、
お食事、
季節料理
宴会、
キャンプ食材など

（8日間） （1泊2日）
テントで宿泊して、大学生の
カウンセラーのトワリング（火
ボランティアと一緒に散策や
の舞）や、レクゲーム・スタン
キャンプファイヤー、炊飯、川
ツ（ナイトウォーク）などを楽し
遊びなど、お楽しみいっぱい
み夏休みの思い出作りを。
の 2 日間を過ごし、夏休みの
※内容は毎日変わります（雨天中止）
思い出を作ろう。
対象／当日の希望者
対象／小学生
予定人員／1日・100人
予定人員／20人
計800人
申込締切／6/30
申込締切／当日受付
参加費／6,500円
参加費／無料(宿泊費は別途)

地元鳳来牛を使った

戦国ぐるめ｢秋山猛牛丼｣他

レストラン しゃくな げ TEL0536-32-2126

※キャンプ場利用料、食材・材料費
等含む

県民の森の夏や秋を自由に
描いてください。
参加費／無料
参加対象／幼児・小中学生
申込受付／モリトピア愛知
※専用画用紙は受付で配布します
※参加賞・県知事賞始め各賞あり
後援：愛知県・県教育委員会
新城市・中日新聞社

通常料金の場合
宿泊費/2食付き(1部屋[8畳]3・4人利用)
大人/1人 9,000円~・小人/1人 5,600円~
キャンプ場利用料
大人/1人 200円・小人/1人 100円
･テント1張 450円
･バンガロー1棟 4,000円~
･オート1区画 3,600 円
飯ごう・なべ・毛布など各 1コ/100円~

のご予約受付中!!

夏
夏

この夏は、ご家族で・グループで大自然を思う存分満喫してください

ご予約は… （8:45〜17:30） TEL

0536-32-1262

※ご予約は利用希望日の1年前の月の1日から、お電話にてお受けしております
※当日の手続きは9:00〜17:00までにお願いします
※ペット
（動物）の連れ込みはできません

