兵庫県内の
幼稚園・保育所
認定こども園
対象

ひょうご

プロジェクト

たいけんカタログ 2020

くわしい情報は
ウェブサイト
でご確認ください！

ひょうごエコロコプロジェクトは
園での子どもたちの環境体験をサポートしています。
2020 年度は４つのタイプのプログラムをご用意しました。
園のご要望に合わせてチョイスしてご活用ください。

A
訪問
タイプ

B
遠足
タイプ

C
セルフ
タイプ

A

園庭・近くの公園・室内でわくわく！訪問タイプ

A-1

エコロコしぜんたいけん
エコロコスタッフと一緒に、園を拠点に、
園庭や近くの公園または室内で、
自然・生きものと出会う体験です。

3/18（水）
受付開始

ひょうご エコロコ

D
研修
タイプ

https://eco-loco.jp

所要時間

午前中、1 時間程度

場所と内容

①おそとでたいけん ( 屋外※☂室内）
園庭・近くの公園等での自然体験
②おへやでたいけん（室内）
室内で紙芝居、拡大装置を使った観察など

訪問可能日

2020 年 5/11（月）〜 2021 年 3/31（水）
※土日祝日、年末年始除く

おそとでたいけん

費用

無料

申込方法

申込書（共通）で FAX でお申込み
申込〆切 ４月１０日（金）必着

おへやでたいけん

所要時間

FAX

4/10
〆切

1 時間程度。開始は 10:00 以降
※設営と撤収に 1 時間ずつ必要

A-2

条件
移動博物館車「ゆめはく」に、
さわれる資料や体験メニューをたくさんのせて、
みんなの園を訪問します。
おゆうぎ室がミュージアムに！

ゆめはくにのれるよ！

おっきなパズルに挑戦

ゆめはく（2t 車）が進入、駐車できること。

※車体：長さ 6.4ｍ、幅 2.1ｍ、高さ 3.3ｍ
展開時：長さ 8ｍ、幅 5ｍ

訪問可能日
【5 月】13（水）
・14（木）
・20（水）
・21（木）
・27（水）
・28（木）
【6 月】3（水）・4（木）・10（水）・11（木）
【9 月】9（水）・10（木）・16（水）・17（木）
【10 月】7（水）
・8（木）
・14（水）
・15（木）
・21（水）
・22（木）
28（水）・29（木）
【11 月】4（水）
・5（木）
・11（水）
・12（木）
・18（水）
・19（木）
2021 年
【2 月】17（水）・18（木）・24（水）・25（木）
【3 月】3（水）・4（木）・10（水）・11（木）
費用

無料

申込方法

申込書（共通）で FAX でお申込み
申込〆切 ４月１０日（金）必着

FAX

4/10
〆切

たいけんカタログ 2020

B

広〜い公園でのびのび！遠足タイプ
各施設の
プログラム内容など
詳細情報は
ウェブサイトで
ご紹介しています。

県立公園などでしぜんといっぱいあそぶスペシャルたいけん！
実施日

実施場所

兵庫県立尼崎の森中央緑地（尼崎市）

申込方法（２パターンあります）

12/1（火）・2（水）
・3（木）
・8（火）
・9（水）
・10（木）
FAX

赤穂市立海洋科学館・兵庫県立赤穂海浜公園（赤穂市） 6 月の水・木・金曜日

兵庫県立但馬牧場公園 ( 新温泉町）

9 〜 10 月の火・水・金曜日（ご相談）

兵庫県立播磨中央公園（加東市）

10/14（水）・15（木）
・16（金）
・21（水）
・22（木）
・23（金）
11/18（水）・19（木）
・20（金）

5/11（月）〜 29（金）の平日※5/20・27（水）除く
神戸市立森林植物園（神戸市）
【10 園限定】
9/1（火）〜 10/30（金）の平日※9 月の水曜、10/7・14（水）除く

4/10
〆切

申込書（共通）で
FAX でお申し込み
申込〆切
4 月 10 日（金）必着

各施設に直接お申し込み
神戸市立森林植物園（担当：岡本）
TEL:078-591-0253

あいな里山公園（神戸市）

国営明石海峡公園 神戸地区

10/27（火）・29（木）
、11/5（木）
・6（金）
・10（火）
・12（木） あいな里山公園管理センター（担当：山本）
TEL:078-591-8000
11/19（木）・24（火）
・27（金）

兵庫県立丹波の森公苑（丹波市）

9/18（金）〜 10/16（金）の平日

ひょうご環境体験館（佐用町）

5/8（金）〜 11/27（金）

佐用町昆虫館（佐用町）【佐用町内限定】

4 月〜 9 月の平日（日時ご相談）

NPO 法人こどもとむしの会
TEL:080-3853-6483

5 月〜 8 月、12 月〜 3 月

三田市有馬富士自然学習センター
TEL:079-569-7747

まずはお電話にて、ご希望の日時をお知らせください。

生涯学習課
TEL:079-559-2002

三田市有馬富士自然学習センター・兵庫県立有馬富士公園（三田市）

兵庫県立人と自然の博物館（三田市）

C

ひょうご環境体験館（担当：猪尾・三木）
TEL:0791-58-2065

※休館日（月曜日：祝日の場合はその翌日）を除く

※休館日（月曜日：祝日の場合はその翌日、年末年始）を除く
※休館日（月曜日：祝日の場合はその翌日、年末年始）を除く

かしだしグッズでじ〜っくり！セルフタイプ

エコロコ BOX

エコロコ特製の体験セットを使って、
皆さんの園で子どもたちとじっくり体験してみませんか。

おっきくしてみよう！セット

セット内容

活動支援部 森づくり課（担当：土井・角谷）
TEL:0795-72-5165

デジタル顕微鏡・使い方シート
microSD カード・観察用チャック袋

D

出前講座でふむふむ！研修タイプ

エコロコ出前講座
ひとはく研究員と自然体験についての研修会をしませんか。
申込要件

次の①、②を共に満たすこと。
①5 つ以上の施設からの参加者がいること。
②研修場所を準備できること。

所要時間

1~2 時間程度

条件

・貸出期間は 1 週間
・事後、実施写真とミニレポート提出

内容

・身近な自然物を使った遊び
・拡大装置をつかった観察方法など

費用

・使用料不要
・返送時の送料はご負担ください。
・機材破損時の弁済費用不要

費用

講師料（旅費・謝金）不要

講師

人と自然の博物館（ひとはく）の
研究員など自然・生きものの専門家

申込方法

お電話にてお申し込み（申込受付中）

申込方法

お電話にてお申し込み

※貸出は 4 月からになります。

TEL

いつでも

【お申し込み・お問合せ先】
〒669-1546 三田市弥生が丘 6 丁目
兵庫県立人と自然の博物館 エコロコプロジェクト担当
●「しぜんたいけん」
「Kids キャラバン」「しぜんえんそく（一部）」
FAX

4/10
〆切

FAX:079-559-2033

※地域や日程、ご応募動機や活用方法を勘案し、選考させていただきます。
※選考結果は、締め切り後１週間をめどに、お知らせいたします。
不着の場合、お手数ですが、お電話にてご確認ください。

●「エコロコ BOX」「エコロコ出前講座」
TEL

いつでも

TEL:079-559-2001（代表）

エコロコくらぶ
メンバー登録のご案内
兵庫県では、エコロジー感覚（エコ）と
ふるさと意識（ロコ）を身につけた
子どもを育てることを目標にしています。
ウェブサイトより「エコロコくらぶ」に
ご登録いただくと、いち早くメールで
最新情報をお送りいたします。

https://eco-loco.jp/club/

TEL

いつでも

