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市橋 ゆみ植物スケッチ展示会

オペラ座の道化 師☆ パフォーマンス

甲胃を着て戦 国武将と記念撮影

9:00〜 17:00

10:00〜 15:00

プリンセスの宝石箱
〜 ピアノコンサー ト

長池公園 自然館展示室

劇場 11:00‑14:00‑15:00〜
東京富士美術館

都立滝 山公園 旧滝 山荘

東京 富士美術館

042‑678‑4616

042‑691‑4511

042‑623‑1615

042‑691‑4511

バターナイフ又はアイスクリーム
スプーン作 り 10:00〜 12:00〜

森林ボランティア入 門

クラフト体験

9:30〜 12:00

10:30〜 12:00

1回 60分

高尾の森 自然学校 内

都立滝 山公園 旧滝 山荘

042‑673‑3844

042‑623‑1615

夕やけ小やけふれあいの里

090‑4243‑0506
ガイドウォーク

自然体験教室

11:00〜 11:50

13:30〜 14:20

10:00〜 14:00

13:00〜 14:30

『ワンカット』30秒 の映像で表現する
八王子 10:00〜 17:00
デジタルハリウッド大学八王子キヤンパス

高尾 山山頂周辺

佐川急便「高尾 100年 の森」

042‑664‑7872

03‑3699‑3772

八王子産 の竹を原料とする和紙漉き
&ち ぎり絵 のアー ト13:00〜 15100
やけふれあいの里
夕やけ」ヽ

戦 国時代の 日時計を作ろう

科学工作教 室 「鳥のヤジロベエ」

9:30〜 11:30

13:30〜 16:30

八王子城跡ガイダンス施設

コニカミノルタサイエンス ドーム

042‐ 646‑2633

090‑4370‑7653

042‑624‑3311

GEMS(ジ ェムズ)文化遺産調査〜
オリジナルのお面をつくろう 1.5時 間
午前午後各 1回 夕やけ小やけ
ふれあいの里 045‑475‑0502

080‑8908‑8723

:

「笛とギターのフェスタ」〜 コンサー ト
と楽器体験 10:30〜 15:00

14:00〜

「クズ (葛 )」 できれいな色のスカーフ
・バ ンダナを染めま味 う。

13:30〜 15:30長 池公園里山のいえ
042‑678‑4616
戦国武将に扮し八王子城跡を歩こう

!

9:30〜 12:00

13:00〜 15:30

八王子城跡ガイダンス施設

090‑4370‑7653

子ども自然観察会
10:00〜 11:30 都立陵南公園

042‑623‑1615

木をつかったモザイクツリーづ くり

オリジナルル ーペづ くリ

14:00〜 15:00

南大沢 中郷公園

村 内美術館

10:00〜 16:00体 験時間は30分 程度
高尾 599ミ ュージアム 1階

042‑670‑9073

042‑691‑6301

042‑665‑6688

プチ農業体験

秋 *は なウィーク ガイ ドウォーク

13:00〜 14:30

ジューク直売所
堀之 内ジューク。

都立小 宮公園

五感で味わう、牛と人の しあわせな
牧場 10:00〜 15:00
磯沼牧場

お絵 かきマグカップ

10:30〜 11:30
070‐ 5365‑1804

042‑623‐ 1615

090‑8599‐ 6640

042‑652‑0911

花炭体験

高尾 山の麓で水辺の生きもの観察

10:00〜 15:00 最終 受付 は 13:00

13:00〜 16:00

「戦 国の滝 山城跡を
滝 山城跡ガイ ド
アプリで楽 しもう!」 10:30〜 11:30

夕やけ小やけふれあいの里

高尾 山麓 (案 内川 )

13:00〜 14:00

戦 国の城・滝 山城の縄張り図を手 に
その秘密をアプリで探る
10:00〜 15:00 都立滝 山公園

042‑652‑3072

042‑665‑6688

都立滝山公園旧滝山荘 042‑623‑1615

14:00〜 15:00

荒 天 の場 合 に中止 される楽 習 が あります 詳 しくはお 問 い 合 わせ ください
■施設入場料、参加費か必要なフログラムがあります.申 込方法など詳 L´ くはホ ームヘーラを二覧〈ださしヽ
:

10:00〜 12:00

12:30〜 16:00

高尾の森わ くわくビレッジ

!

042‑623‑1615
「カラフルな光や影のカクテル」
科学実験ショー

11:30〜

13:30〜

15:00〜

コニカミノルタサイエンス ドーム

042‑624‑3311
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第 2回 親子で遊 ぼう!学 ぼう
こげさわ 冒険の森・秋の自然 体験会
9:00〜 15:00 木下沢周辺 一体
03‐ 3868‑9535

Π
法
人東京富士美術館
ヽ
「 i Ml,3cLìlt 烙財
スマートフォンを使つて、
オリジナルムー
ビーを作つてみよう! 9:30〜 15:30
デジタルハリウッド大学八王子キヤンパス

080‑8908‑8723

