
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

くつきの森から 

KUTSUKI 
2023 

お便りです。 

ノダフジ 

Access
あ く せ す

 

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） やまね館は１年中、宿泊可能です。 

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 

入園料 高校生以上 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 中学生以上 3,000 円/人・泊 

〃  4 歳～小学生 2,300 円/人・泊 

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。 

テントサイト 

キャンプファイヤー場

としてもご利用いただ

いております。 

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。 

N 

米原 JCT 

木之本 IC 

京都東 IC 

山科駅 

堅田駅 

安曇川駅 

米原駅 

琵琶湖大橋 

びわこ 

森林公園 

くつきの森 

真野 IC 

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 770 円・約 14km 35 分） 

→市営バス横谷・木地山線 

（朽木学校前→くつきの森 大人 220 円・約 6km 10 分） 

 

やまね館・ユリノキ広場にて 

 ご利用いただけます。 

 

  

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 

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

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 
 

こども年間パスポート受付中！ 

小・中学生向けに 1,000 円にて年間パスポートも販売しておりま

す。やまね館にて受付をお願いします。 

 

三ツ石 

P 

P 

至 能家 

至 今津・小浜 

至 安曇川 

山神橋 

看板 

 

看板 

看板 

朽木支所 

 

ローソン 

道の駅 

くつき新本陣 

ユリノキ 

広場 

朽木学校前 

バス停 

至 大津・京都 

麻生口 

くつきの森 

バス停 

 

森林公園くつきの森 

やまね館 

 

９月 ２日（土） ●ちびっこ発見隊！ 

１０日（日） ●里の手しごと（シナノキ②） 

１４日（木） ●クアオルト 

３０日（土） ●未来の森づくり 

１０月 ７日（土） ●クアオルト（オグラス） 

２１日（土） 🌲森の自然講座（きのこ） 

２２日（日） ●クアオルト 

１１月１１日（土） ●サウナテントとヨガ体験 

１６日（木） ●森のいやし～和みのヨーガ～ 

１８日（土） ●クアオルト 

１９日（日） ●森さんぽ 

２５日（土） ●未来の森づくり 

１２月 ３日（日） ●クアオルト（オグラス） 

９日（土） ●やまのこ番外編～冬～ 

１６日（土） ●里の手しごと（クリスマスリース） 

2024 年 

１月２０日（土） ●里の手しごと（シナノキ③馬） 

２月 ３日（土） ●森さんぽ 

３月１６日（土） ●木の工作教室（額） 

 

 
 

 

 

2023 年 

４月２２日（土） ●クアオルト 

２３日（日） ●森さんぽ 

２９日（土） ●サウナテントとヨガ体験 

５月１３日（土） ●クアオルト 

１４日（日） ●麻生さんぽ（能見学付き） 

２０日（土） ●森のいやし～和みのヨーガ～ 

２７日（土） ●未来の森づくり 

６月 ３日（土） ●クアオルト 

９日（金） 🌲森の自然講座（野鳥） 

１８日（日） ●木の工作教室（道具箱） 

２４日（土） ●未来の森づくり 

２５日（日） ●里の手しごと（シナノキ①） 

７月 １日（土） ●里の手しごと（コケ庭） 

  ２２日（土） 🌲森の自然講座（水生昆虫） 

８月 ７日（月） ●やまのこ番外編～夏～ 

１９日（土） ●木の工作教室（標本箱） 

２６日（土） 🌲森の自然講座（昆虫） 
 

開園時間：9 時～17 時  休園日：毎週火曜日 

 

随時更新中です！ 
HP 

      

mailto:asosatoyama@zb.ztv.ne.jp


●里の手しごと 

自然を活かした暮らしを楽しむ手しごとワークショップ。 

今年は「シナノキ」と「コケ」が新登場です！ 
 

6/25（日）シナノキ①    9/10（日）シナノキ② 

 

 

 

 

 

 

時間  10：00～12：00（受付開始 9：45）  

参加費 各回 1,000 円（＋別途入園料） 

定員  10 名  

持ち物 帽子・タオル・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。 
 

1/20（土）シナノキ③ 馬 

時間  13：30～15：00 

（受付開始 13：15）  

参加費 1,500 円（＋別途入園料） 

定員  20 名  

持ち物 作業に適した服装 

締め切りは１週間前までです。 
 

7/1（土）コケ庭    12/16（土）クリスマスリース 

 

 

 

 

 

 

 
時間  13：30～16：00（受付開始 13：15）  

参加費 2,000 円（＋別途入園料） 

定員  20 名  

持ち物 動きやすい服装（材料集めに森も歩きます） 

使いたいうつわや飾り（コケ庭）・リボンや飾り 

（クリスマスリース）があれば 

締め切りは各日１週間前までです。 

後援：公益財団法人森林文化協会 

伐
採
・
皮
む
き
・
浸
水 

洗
う
・
繊
維
取
り 

小
さ
な
森
の
世
界 

森
の
素
材
が
い
っ
ぱ
い 
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 サウナテントとヨガ体験 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/29（土） 11/11（土） 

時間  午前の部 ９：15～12：30 

    午後の部 13：30～16：30 

参加費 1 組 20,000 円（＋別途入園料） 

オプション：サ飯（アジアン弁当）1 人 1,500 円（2 人前から） 

定員  各 1 組 5 名様まで 雨天中止 

持ち物 濡れてもよい服装・着替え・タオル・サンダル 

ヨガマット（レンタル品：ヨガマット・サウナポンチョ） 

締め切りは各日 3 日前までです。 
 

お問い合わせ先：Sauna yoik（サウナ ヨイク） 

Tel 070-1405-3926    Instagram  @sauna_yoik 

 

森でととのう 

貸し切りのサウナテントとヨガ体験です。 

新緑、紅葉をパークヨガでたのしみ、 

森の香りをロウリュウで浴び、 

清らかな川のほとりでととのいます。 

 

サウナテント 

パークヨガ 

イベントについて 

＊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。 

＊キャンセルされた場合、キャンセル料が発生します。 

＊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 

E-mail asosatoyama@zb.ztv.ne.jp 

●森さんぽ  

季節によって表情を変える 

森を一緒に歩きませんか？ 

（スタッフがご案内します）  
 

4/23（日）11/19（日）2/3（土） 
 

時間  10：00～12：00（受付開始 9：45）  

参加費 500 円（＋別途入園料） 

定員  20 名  

持ち物 帽子・タオル・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。 

後援：公益財団法人森林文化協会 

＊春の花月間＊ 

4/22（土）～5/21（日） 
１袋 500円（入園料込）にて、わらびつみをお楽しみ
頂けます。専用の袋をお渡ししますのでやまね館にて
受付をお願いします。 

●ちびっこ発見隊！ 
くつきの森にはいろんなわくわくがいっぱい。ちびっこた

ちの発見を集めながら森を歩こう！知らないことは教え合

ったりいっしょに調べたり。はじめてさんも慣れっこさん

も大歓迎です。（スタッフがご案内します） 

9/2（土） 

時間  10：00～12：00 

（受付開始 9：45） 

参加費 500 円（＋別途入園料） 

定員  20 名（対象：5 歳以上のお子様とご家族） 

持ち物 帽子・タオル・水筒・歩きやすい靴か長靴 

締め切りは 3 日前までです。 

🌲森の自然講座 
特別講師による野外授業です。各専門 

分野について、より深くそして楽しく 

学べるチャンス！ 
 

6/9  （金）  野鳥 

講師 湖北野鳥センター所長  植田 潤 さん 
 

7/22  （土） 水生昆虫 

講師 龍谷大学非常勤講師   上西 実 さん 
 

8/26  （土） 昆虫 

講師 滋賀県立大学名誉教授  西田 隆義 さん 
 

10/21（土） きのこ 

講師 京都大学大学院助教   佐藤 博俊 さん 

 

時間  10：00～12：00（受付開始 9：45）  

参加費 各回大人 1,500 円 小中学生 500 円（＋別途入園料） 

定員  20 名  

持ち物 帽子・タオル・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。 

後援：公益財団法人森林文化協会 

 

●森のいやし 
大きなユリノキの木かげでリラックス。 

どなたでも気軽にできる和みのヨーガ。 

講師の先生が優しく教えてくださいます。 

5/20（土） 11/16（木） 

講師  鎗分
やりわけ

 ゆかり さん 

（和みのヨーガ インストラクター） 

時間  10：00～12：00（受付開始 9：45） 

参加費 1,000 円（＋別途入園料・ヨガマット付） 

定員  20 名 雨天決行（屋内にて） 

締め切りは各日 3 日前までです。 

動きやすい服装でご参加ください。 

 

馬
（鹿
？
）を 

つ
く
っ
て
み
よ
う
！ 

●木の工作教室 

簡単な組み立て作業で出来る、初めての方向けの 

木の小物づくり教室です。 
 

6/18（日）道具箱   
 

8/19（土）標本箱 
 

3/16（土）額（2 セット） 
 

時間  10：00～12：00（受付開始 9：45）  

参加費 各回 2,500 円（＋別途入園料） 

定員  10 名 

持ち物 作業に適した服装 

締め切りは各日１週間前までです。 

後援：公益財団法人森林文化協会 

道具箱 

標本箱 

額 朽木
く つ き

麻生
あ そ う

 能見学と集落散歩 

くつきの森近くの若宮神社で奉納さ

れる能の見学と麻生地区の歴史や風

景を訪ねる森さんぽ特別編。詳細は

HP にてお知らせします。 

5/14（日）11：30～15：30 

参加費 3,000 円 

（＋別途入園料・奉納料込・お弁当付！） 

定員 50 名 締め切りは 5/7 です。 

●未来の森づくり 
美しい里山を未来につなぐ活動です。倒れた木の処理や

道づくりなど、林の整備作業を行います。 
 

5/27（土） 6/24（土） 9/30（土） 11/25（土） 

時間  10：00～15：00（受付開始 9：45） 

参加費 大人 200 円 小中学生 100 円（入園料込）  

定員  20 名  少雨決行 

持ち物 帽子・タオル・水筒・昼食 

軍手・作業に適した服装 

締め切りは各日 3 日前までです。  

後援：公益財団法人森林文化協会 

●やまのこ番外編 ～夏・冬～ 
高島市内の小学４年生がくつきの森で体験するやまのこ。

「また来たい！」という子どもたちの声を受けて「やまのこ

番外編」が登場です。家族みんなで体験するチャンス！ 

8/7（月）        12/9（土） 

 

 

 

 

時間  10：00～15：00（受付開始 9：45） 

参加費 1 組 1,500 円（＋別途入園料） 

定員  10 組 （対象：高島市内の小学 4 年生とご家族） 

持ち物 帽子・軍手・タオル・水筒・昼食・動きやすい服装 

  （8/7 は上記プラス水着・着替え・水の中を歩ける靴） 

締め切りは各日１週間前までです。 

夏は沢歩き   冬は森歩き 

 

クアオルト®健康ウオーキング 
 

里山を歩いて心も身体も健康に！ 

ドイツ発祥のウオーキングです。 

4/22（土）5/13（土）6/3（土） 

9/14（木）10/7（土）10/22（日） 

11/18（土）12/3（日） 

（下線の日はグリーンパーク想い出の森オグラスコースにて開催） 

 

開催の詳細は以下のページをご覧ください。 
 

お問い合わせ先：クアオルトガイド 岩井
い わ い

 

HP    https://kutsuki-kurort.jimdosite.com/ 

E-mail Kutsuki.kurort@gmail.com 

mailto:asosatoyama@zb.ztv.ne.jp

