
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

やまね館（ご案内・ご宿泊） 

洋室 9 室（6 人部屋 7 室・7 人部屋 2 室）最大 56 名お泊りいただけます。

（お風呂は男女交代制） 宿泊期間は、5～10 月です。 

その他、薪ストーブのあるロビー、研修・合宿などに最適なホールや、 

会議・打ち合わせにミーティングルーム、石窯などもございます。 

空室状況は、お電話・FAX・メールにてお問い合わせ下さい。 
 

ご利用料金 

自然環境維持管理費 200 円/人・日 

 〃  （小・中学生） 100 円/人・日 
 

（ご宿泊の場合は上記プラス） 

宿泊費 大人 3,000 円/人・泊 

〃  4 歳～小学生 2,300 円/人・泊 
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森林公園くつきの森 

やまね館 

 オレンジ色の屋根が目印です。 

ご入園の際はこちらで受付を 

お願いします。 

薪ストーブ 

冬の間は大活躍！ 

やまね館ロビーに 

あります。 

石窯 

美味しいピザやパンが

焼けます。生地やトッピ

ングの注文も可能です。 

ユリノキ広場 

ピクニックやウェディング 

会場に最適な芝生の広場です。 
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ＮＰＯ法人麻生里山センターは、古くから守られてきた里山

の資源を生かし、未来に伝える取り組みを進めています。 

お車の場合 

名神高速「京都東ＩＣ」より国道 161 号（湖西道路）へ入り、

「真野」で降りて左折、「伊香立」を経て国道 367 号に入り

30km ほど北に行きます。京都東ＩＣから 1 時間 30 分ほどです。 

公共交通ご利用の場合 

ＪＲ湖西線（安曇川駅下車）→江若バス朽木線 

（安曇川駅→朽木学校前 740 円・約 14km 35 分） 

→市営バス横谷・木地山線 

（朽木学校前→上野口 大人 220 円・約 6km 10 分） 

くつきの森前で途中下車可能です。運転手さんに一声お掛け下さい。 

１０月１２日（土） ●森のいやし～笑いと和みのヨーガ～ 

🌲ツリーイング体験 

１９日（土） 🍂畑プロジェクト（芋ほり） 

１１月 ２日（土） ●フットパス（椋川） 

９日（土） ●森のカルテづくり④ 

  １６日（土） ●里山アート＆クラフト（動物） 

🌲ツリーイング体験 

  ２３日（土） ●未来の森づくり 

１２月 ７日（土） ●森のカルテづくり⑤ 

１４日（土） ●里山アート＆クラフト（リース） 

2020 年 

１月２５日（土） ❄スノーシュー 

２月 ８日（土） ❄スノーシュー 

３月 ７日（土） ●里山アート＆クラフト（編み機） 

２１日（土） ●森のカルテづくり⑥ 

 

開園時間：9 時～17 時  休園日：毎週火曜日 

 

2019 年 

４月２０日（土） 🌲ツリーイング体験 

２７日（土） ●未来の森づくり 

 ●山菜ウィーク（～5/19） 

５月１１日（土） ●森のいやし～笑いと和みのヨーガ～ 

１９日（日） ✿ユリノキまつり 

２５日（土） ●フットパス（朽木市場と麻生集落） 

６月 １日（土） ●里山観察会（植物・鳥） 

８日（土） ●森のカルテづくり① 

      🌲ツリーイング体験 

１６日（日） 🍂畑プロジェクト（いも植付け） 

２９日（土） ●未来の森づくり 

７月１３日（土） ●森のカルテづくり② 

  ２０日（土） ●里山アート＆クラフト（草木染め） 

８月 ３日（土） ●森の子キャンプ（１泊２日） 

１７日（土）  ●里山観察会（小さないきもの） 

９月１４日（土） ●森のカルテづくり③ 

２１日（土） 🌲ツリーイング体験 

２８日（土） ●未来の森づくり 
 

お問い合わせは  ＮＰＯ法人麻生里山センター 
〒520-1451 滋賀県高島市朽木麻生 443 Tel : 0740-38-8099 Fax : 0740-38-8012 

asosatoyama@zb.ztv.ne.jp  HP :「森林公園くつきの森」で検索 

やまね館ロビーにて 

 ご利用いただけます。 

 

Facebook 
 随時更新中！ 

HP 

KUTSUKI 
2019 

くつきの森から 

お便りです。 

森の応援団（会員）募集中！ 

ＮＰＯ法人麻生里山センターでは、森林公園くつきの森の活動を応

援して下さる会員を募集しています。年４回発行のニュースレター

送付のほか、年間入園料無料パスポートの会員特典がございます。 

森のフィールド整備などのご参加も大歓迎！ 

ＮＰＯ法人麻生里山センターまでお申込み下さい。 

入会金 1,000 円 ＋ 年会費 2,000 円 
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● 
 

里山アート＆クラフト  

季節ごとに森の恵みをいかした作品を作ります。暮ら

しの中に森の手づくりを取り入れてみませんか？ 
 

7/20（土）草木染め（エコバック）   

11/16（土）木の実の動物 

12/14（土）森のリース 

3/7（土）ミニすだれ編み機  
 

時間  13：30～15：00 

（受付開始 13：15） 

参加費 各回おひとり 500 円＋1 作品につき 500 円 

定員  20 名（各回 30 作品限定） 

締め切りは各日 1 週間前までです。 

● 2019 森の子キャンプ 
薪割り、ロケットストーブでカレー作り、キャンプファ

イヤー、森探検、森の万華鏡作りなど盛りだくさん。森

で楽しい夏休みを過ごそう！ 

8/3（土）～4（日）（１泊２日） 

対象  小学３～６年生 

参加費 7,000 円 

定員  30 名 

申込受付は 7/1 より開始します。お申込みの際は、お子様

のお名前（ふりがな）、性別、生年月日、ご住所、電話番

号、くつきの森までの交通手段をお知らせください。締め

切りは 7/20 です。 

協力：ＮＰＯ法人アサヒキャンプ 

後援：公益財団法人森林文化協会 

🍂

🍂

畑プロジェクト 

休耕地を耕し、さつまいもを育てます。のどかな里山

の風景を守り育てていくプロジェクトです。 
 

6/16（日）植付けともぐら退治グッズづくり 

〈予定〉10：00 朽木支所（集合）～（歩いて近くの畑へ）

植付け作業～昼食～退治グッズづくり～14：00 解散 

参加費 大人 200 円 小学生以下 100 円 

（領収書を当日くつきの森入園券として利用可） 

10/19（土）芋ほりと焼きいも 

〈予定〉10：00 朽木支所（集合）～（歩いて近くの畑へ）

収穫作業～11：00 各自くつきの森へ～焼きいも・

昼食～自由解散 

参加費 おひとり 1,000 円（お土産付き） 
 

定員  各回 20 名  

持ち物 帽子・タオル・弁当・軍手・水筒・長靴 

締め切りは各日 3 日前までです。

 

● フットパス   

全国的に拡がりをみせているフット 

パス。朽木地域を中心に、今年も里 

山の小径を歩きます。コースづくり 

を兼ねたモニター・ツアーです。 

5/25（土） ～朽木
くつき

市場
いちば

と麻生
あそう

集落～ 

江戸時代の面影を残す市場集落から、峠を越えてくつきの森

へのコース 

〈予定〉10：00 道の駅「くつき新本陣」（集合）～市場集落～ 

12：30 くつきの森（昼食）～麻生集落～15：00 解散 

11/2（土） ～椋
むく

川
がわ

～ 

くつきの森から峠を越えて、お隣の集落「椋川」への旧道を

たどるコース 

〈予定〉10：00 くつきの森（集合）～自在防集落（廃村）～ 

12：00 おっきん椋川交流館（昼食）～椋川集落～15：00 解散 
 

参加費 各回大人 700 円 小学生（4 年生以上）500 円 

（資料代・保険料を含む）  

定員  20 名（最少催行 8 名） 

持ち物 帽子・タオル・弁当・水筒・歩きやすい靴 

締め切りは各日 3 日前までです。 小雨決行  

各日、現地集合・解散です。集合場所までは自家用車にてお

願いします。公共交通機関をご利用の方はご相談ください。 
 

協力：おっきん椋川交流館 朽木フットパス研究会 

後援：公益財団法人森林文化協会 

● 森のいやし  

ユリノキの木陰でゆったりのんびりリラックス。どなた

でも気軽にできるヨーガです。季節のピザの昼食付！ 
 

講師 鎗分
やりわけ

 ゆかり さん    三田村 ます江 さん 

5/11（土） 10/12（土） 

時間  10：00～13：00（受付開始 9：45） 

参加費 おひとり 1,600 円 （昼食ピザ付） 

定員  20 名（最少催行 10 名） 
 

締め切りは各日 3 日前までです。 雨天決行（屋内にて） 

ヨガマットは貸し出します。 

動きやすい服装でご参加ください。 

✿ 
5/19（日） 10：00～15：00 

会場  森林公園くつきの森内 ユリノキ広場 

森の手づくり市、音楽ステージ、スタンプラリー、朽木の

特産品販売、森の体験コーナーなど楽しいイベント満

載！この日は特別！入園無料です。 

 

ユリノキまつり 

● 里山観察会  
専門の講師をお迎えし、森の植物やいきものを観察しな

がら里山のふしぎを探っていきます。 
 

6/1（土）  植物・鳥 

講師 滋賀県立大学准教授  野間 直彦 さん 
 

8/17（土） 小さないきもの 

講師 滋賀県立大学教授 西田 隆義 さん 

   龍谷大学非常勤講師 上西 実 さん 
 

時間  10：00～15：00（受付開始 9：45）  

参加費 各回大人 700 円 小学生以下 500 円 

定員  20 名  

持ち物 帽子・タオル・弁当・水筒・歩きやすい靴か長靴 

締め切りは各日 3 日前までです。
 

● 森のカルテづくり  

くつきの森のコースを歩いて、植物の種類や太さなど

森林の現況を調査します。森林の樹木について知りた

い方には特におすすめのプログラムです。（1 回のみ

の参加も可） 
 

①6/8（土） ②7/13（土） ③9/14（土）  

④11/9（土） ⑤12/7（土） ⑥3/21（土） 
 

時間  10：00～15：00（受付開始 9：45）  

参加費 各回大人 500 円 

定員  20 名  

持ち物 帽子・タオル・弁当・水筒・歩きやすく作業に適

した服装（林の中に入ります） 

締め切りは各日 3 日前までです。 

協力：たかしま市民協働交流センター 

後援：公益財団法人森林文化協会 

 

● 未来の森づくり  

美しい里山づくりを目指す活動です。今年度は、昨年の

台風で被害を受けた林の整備作業を行います。 
 

4/27（土） 6/29（土） 9/28（土） 11/23（土） 

時間  10：00～15：00（受付開始 9：45） 

参加費 無料 （昼食はご持参ください。） 

定員  20 名 

締め切りは各日 3 日前までです。 少雨決行 

後援：公益財団法人森林文化協会 

＊山菜ウィーク 4/27（土）～5/19（日） 

１袋 500 円（入園料込）にてワラビつみ放題週間です。

やまね館にて受付をお願いします。 

❄ スノーシュー  

雪のくつきの森を歩きます。 

スノーシューで散策後は栃餅ぜん 

ざいでほっと一息。午後からも希望 

の方には別コースをご案内します。 

（ご自由に雪遊びも可） 

1/25（土） 2/8（土） 

時間  10：00～12：00 （受付開始 9：45） 

参加費 おひとり 1,500 円 （保険料を含む） 

    ＋スノーシューレンタル 2,000 円 

    （スノーシューをお持ちの方は持参可）  

＊散策後の栃餅ぜんざい付 

定員  20 名（最少催行 8 名） 

持ち物 雪中ハイキングに適した服装・長靴・帽子・タオル・

水筒・着替えなど 

締め切りは各日 3 日前までです。 

🌲 木登り ツリーイングで自然体験！  

木にかけたロープに特別なシステムを組んで登ります。

樹上に暮らすコケや地衣類、虫たちを探したり、高い枝

に座って耳を澄ませたりして過ごします。 
 

4/20（土） 6/8（土） 9/21（土） 10/12（土） 11/16（土） 

時間  午前の部 10：00～11：30 

    午後の部 13：00～14：30 
 

参加費 おひとり 4,200 円（8 歳以上・事前振込制） 

定員  各部それぞれ 4 名（最少催行 2 名・予約制） 

締め切りは各日 1 週間前までです。 少雨決行 

詳細のお問い合わせ・お申込みは直接電話かウェブサイト 

「木登りツアー・ツリーカフェ」へ 

ウェブ http://treecafe.net  Tel 090-7555-5304 

＊詳細は HP にて随時お知らせします。 

＊天候等により内容を変更する場合がございます。 

＊いずれのイベントもＦＡＸまたはメールにて、 

お名前、ご住所、電話番号を明記の上、お申込み下さい。 

Fax 0740-38-8012 

Mail asosatoyama@zb.ztv.ne.jp 

＊炭がま復活プロジェクト進行中 

くつきの森に炭がまを作ろう！2019 年秋より本格

的に始動予定です。詳細は HP にてお知らせしま

す。興味のある方はチェックしてみてください。 

mailto:asosatoyama@zb.ztv.ne.jp

