
発見・つくるを楽しむ    　  あそび3つの提案

黒川で始まったアトリエは 3年目。 午前は、 山登りや

川遊びなど自然の中で四肢を存分に動かし、 ペコペコ

になったお腹を満たした後は、 アトリエタイム。 木工 ・

工作 ・手芸のいつものアトリエに加えて季節や里山の

クラフト、 料理など、 子どもも大人もそれぞれの興味

関心を大切に活動しています。 里山の自然に包まれて

心身を解放し、 様々な” 私の好きなコト” に出会って

います。

本年度からスタートする 『風』 は、 子ども対象のクラ

スです。 いつもとは違う里山のゆったりとした時間の

ながれに身を置き、 “私のやってみたい “を探しませ

んか？サークルタイム ・ ランチ ・ふりかえりの活動を

を共有しながら、 里山散策・読書・アトリエ・料理など、

それぞれの興味関心に出会い、 気付いていくことを

大切に過ごしていきます。

川西市黒川公民館で活動をスタートして 3年が過ぎました。

水曜クラス” 風” を新設し、 そこに集う人がハッピーになる居場所を創っていきます。

月 2回 or 月 1 回の水曜日　対象 ：小学生月 1回の土曜日　対象 ：小学 1～ 6 年生の親子

（後期より年長児も参加可能）

里
主な活動場所 ：黒川公民館

発見 ・つくるを楽しむ 森のアトリエ 水曜クラス 風

体験 ・説明会

4月 27 日 （水）
10:00 ～ 11:30am

参加費 ： 1,000 円

この日は親子で

ご参加下さい

今年 7年目になる 「そら」 ・ 箕面こどもの森学園の校舎

からここ黒川の里山に拠点を移し、 子どもも大人も里

山の自然に包まれています。 子どもはあっという間に

自然の中へ、 その姿をドキドキしながら見守る大人…、

次第に子どもと一緒になって挑戦したり考えたりしてい

ます。 寒い ・暑い ・心地よい ・冷たい ・熱い ・暖か

いの感覚をフル回転して里あそびを楽しみます。

月 2回の土曜日　対象 ：満 3歳以上の親子

体験会

4月 16 日 （土）
10:00am ～ 3:00pm

参加費 ： 3,000 円

まずはお問合わせ

ください

親と子の土曜クラス そら

＜活動の流れ＞

10 ： 00PM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ： 00PM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ： 00PM

　　　ハッピータイム　　　　　　　　　　　　里散策 ・里あそび　　　　　　　　　　　　　ランチ　　　　　アトリエ （リーズ作り ・木工 ・草木染め ・手芸 ・工作など）　　　　　　　帰りの会



里あそびひろがる　オプション

〒562-0032　 大阪府箕面市小野原西 6-15-31

TEL ： 072-735-7676　　   MAIL ： info@cokreono-mori.com

お問合せ QR コード

　　　　　川西市黒川公民館　川西市黒川字谷垣内 295 番地

      　　◆箕面グリーンロード or 一の鳥居より吉川を経て 477 号線へ※無料駐車場有

　　　　　◆最寄りの公共交通機関　能勢電鉄 「妙見口」 徒歩 30 分

　　　　　◆水曜日は 「妙見口」 より阪急バス有り 「黒川」 下車徒歩 5分

　　リュック ・着替え ・ レインコート ・ 帽子 ・水筒 ・ タオル

レジャーシート ・ ランチ ・動きやすい服装 （長袖長ズボン）

夏と冬に活動拠点を移動して里あそびを楽しみます。

ただ今、 下記の場所を予定しています。

（8 月）

①川遊び＠能勢　親子対象　日帰り

②海あそび＠和歌山　小学生以上対象　宿泊

（12 月）

　冬キャンプ＠黒川　小学生以上対象　

◆いずれも” 里あそび” 参加者に別途ご案内

里には、 四季折々に変化する自然とそれと共にある人の生活があります。

春は山が薄ピンクに輝き、 夏は葉っぱをつけた木陰や川で涼をとり、 秋は木の実や色とりどりの落ち葉絨毯、

冬は氷や霜、 雪で遊びながら焚火で暖を取る…動物たちの命を身近に感じ、 魅力的なフォルムの骨にも

出会います。 また、 自然と共にある人の生活には、 暮らしのなかで培われたたくさんの業があり、 心が揺さ

ぶられます。 里あそびの活動では、 様々なモノコトに出会う場、 “やってみたい” から “やってみる”、

そして周囲と関わる共感の場を提供します。 里あそびの体験は生きる力、 非認知能力を育むと考えています。

日程

参加費

アクセス

持ち物 ・服装

里あそび

やってみたいに

出会える場

やってみたい

やったみたことを

共感する場Action

◆※印の参加費は別途となります　　◆保険含まれます

◆「そら」 継続参加の方は別途参加費となります

◆「そら」 対象年齢の方の兄弟割引あります

（追加参加費について）

「そら」 「森のアトリエどようび｝ は

対象年齢のお子さんと大人 1名の

参加費です。 兄弟など追加で参

加される場合は下記の費用を申し

受けます。

※「そら」 小学 1～ 3年 1,000 円

　　小学 4年以上 500 円 /1 回

※「森のアトリエ」

　　小学 1年以上　1000 円 /1 回

　　（後期より年長以上）

前期/後期

日程 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

そら ※16日 7・21日 4・18日 2・16日 3・17日 1・15日 5・19日 17日 21日 4・18日 4日

森のアトリエ 23日 28日 25日 23日 24日 22日 26日 28日 25日 25日

風（月2回） ※27日 11・25日 8・22日 6・20日 7・21日 5・19日 9・30日 11・25日 8・22日 8・22日

風（月1回） ※27日 25日 22日 20日 21日 19日 30日 25日 22日 22日

前期 後期

オプション
有 オプション

有

森のアトリエ QR コード 風 QR コード

コース そら 森のアトリエ 風（月2回） 風（月1回）

通年 ¥51,000 ¥30,000 ¥54,000 ¥27,000

前期 ¥24,800 ¥17,500 ¥28,000 ¥14,000

後期 ¥27,900 ¥17,500 ¥35,000 ¥17,500

単発 ¥4,100 ¥4100/1回


