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主催行事 6～8月 五色台体験教室の予定

行事名：「スケッチ会 五色台を描こう」

日 時：2018年6月9日（土） 9：00～12：30
講 師：谷口 時美さん

集合場所：五色台ビジターセンター クラフトハウス

参加費用：200円/1人（保険料込）

受付開始：5月8日（火）10：00

受付〆切：5月25日（金）16：00

*6月1日（金）までに抽選結果をお知らせします。
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簡単クラフト体験＆センター周辺自然観察

ドングリの置物
200円

バターナイフ
大350円 小250円

万華鏡
300円

クラフトハウスのご利用について

4

授乳室 設置しています

〒762-0014

香川県坂出市王越町木沢（五色台）
TEL : 0877-47-2479 FAX : 0877-47-2048
HP : http://goshikivc.jp/

（編集・発行）

瀬戸内海国立公園

五色台ビジターセンター

入館無料

開館時間

9 : 00～17 : 00

休館日
月曜日
（祝祭日の場合は翌日）

年末年始
（12/29～1/3）

無料駐車場 56台

《アクセス・お問合せ》

ビジターセンターから歩いて3分のクラフトハウスは自然体験活動を実施する団体等に無料
でお貸しすることができます。クラフトの道具や調理器具も充実しています。
お気軽にお問合せください。

＊利用等申込み書は、ホームページより
ダウンロードできます。
郵送でお送りすることもできます。

紙バンド籠
500円

＜自然観察（予約制）＞
随時実施しております。参加料：200円/1人（保険料込）
詳しくは電話、HP、館内展示にてご確認下さい。
＊自然観察が実施できない場合もございますので、予めご了承ください。

行事名：「蜂蜜絞り＆蜜蝋キャンドル作り」

日 時：2018年7月21日（土） 9：30～12：30
講 師：田中 祐さん（中田養蜂）

集合場所：五色台ビジターセンター クラフトハウス

参加費用：700円/1人（保険料込）

受付開始：6月19日（火）10：00

受付〆切：7月7日（土）16：00

*7月13日（金）までに抽選結果をお知らせします。

行事名：「昆虫観察会」

日 時：2018年8月3日（金） 9：00～12：00
講 師：松本 慶一さん（みんなでつくる自然史博物館・香川）

集合場所：五色台ビジターセンター クラフトハウス

参加費用：200円/1人（保険料込）

受付開始：7月3日（火）10：00

受付〆切：7月21日（土）16：00

*7月27日（金）までに抽選結果をお知らせします。

透明キャンドル
700円

五色台のお土産と思い出作りにびったり！ ご予約も承ります！

（各作品の製作所要時間は30～60分ほど）

・五色台ビジターセンターにフリーWi-Fi導入！
環境省が設置する公衆無線LANサービス(Free Wi-Fi)が導入されました。
ビジターセンターにお越しの際は、どうぞご活用下さい。

・ボランティア指導員（補助スタッフ）を募集しています。ホームページのボランティア
指導員登録フォームより、ご登録頂けます。詳しくはお問合せください。

＜主催行事について＞
・申込方法：TEL・FAX・メールにてお申込み下さい。
＊FAXもしくはメールにてお申込みされる方は、本行事名、参加される
方の全員の氏名、住所、年齢、電話番号を明記の上、お申込み下さい。

・応募者多数の場合は抽選となります。

ビジターセンターからのお知らせ

授乳室としてご利用
可能な部（カギ、エ
アコン、カーテン、
ゴミ箱完備）があり
ます。

お気軽にお声掛け下さい！

http://goshikivc.jp/


2・4月 ビジターセンター行事報告

五色台体験教室「蔓を編んで小物を作ろう！」 2018年2月24日（土）

春の気配を感じる中、今回の講師は、蔓編み名人の久保雅彦さん（かがわ自然観察会）。
まず、ビジターセンター周辺で蔓の観察と採取。講師から蔓選びのポイントを教わりながら、カ
ゴや小物になる柔らかい蔓を選びました。ビジターセンターに戻り、蔓性植物の植生について学
び、蔓編み開始。
皆さん、いろいろなサイズの蔓をベースに苦戦しながらも、講師のアドバイスを参考に作業を進
めていきます。最初の構想はカゴだったけど、壁掛けにしましたなど、自由に形を変えられるの
が蔓編みの魅力の一つ。参加者のアイデアで個性ある作品が完成しました。

五色台体験教室「五色台カフェ 野草ランチ」 2018年4月7日（土）

今回も講師として角田さん（あそ美工房）をお招きし開催しました。
まず、春の野草を採取します。タンポポやスミレが花を咲かせ、参加者は「これは食べられ
る？食べられない？」とスタッフに聞きながら、見分け方のポイントを観察、採取しました。
採取した野草は、みんなで仕分けし、調理スタートです。
今回の野草ランチのおしながきを見て、みなさんビックリ！！野草が天ぷらや和え物、クリー
ムパスタに変身しました。参加者からは「食べられる野草がこんなにあるんだ」「春を味わえ
た」などの感想が聞かれ、五感を使った自然を体験しました。
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身近な自然情報 春の五色台

五色台のサクラ

白峰展望台からは、瀬戸内海の多島海景観とサクラが見られる
スポットです！この日は、お花見を楽しむ人で賑わっていまし
た。五色台ではソメイヨシノ、オオシマザクラ、ヤマザクラな
どが見られます。（ビジターセンター周辺は、（標高400ｍ
程）各所より少し遅れて満開となりました。）

撮影日：3月28日

コバノミツバツツジ

五色台に自生するコバノミツバツツジが咲きました。
分布域は、本州（静岡県以西）九州、四国となり、瀬戸内海
を代表する春の植物です。また、少し遅れてヤマツツジも見
られ、ピンク色と赤色の花が五色台を鮮やかにしてくれまし
た。

撮影日：４月8日
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＊五色台の『自然情報』は、ホームページで月1～2回更新しています！

ビジターセンター

タンベ池

クラフトハウス

ビジターセンター周辺 いきもの探
し！！

5月-6月

ヒサカキの花

3月中旬、ヒサカキの花がひっそりと咲き、ビジターセンター
周辺は独特の香りに包まれました。このヒサカキの花は五色台
周辺で活動する養蜂家にとって養蜂シーズンの到来を告げる合
図なのだそう。五色台の春の訪れを感じさせてくれる可愛い花
です。

撮影日：3月17日

3月

＜ビジターセンター企画展示＞

・はちみつ展 開催中 ４月下旬～８月（予定）
知ってるようで知らないミツバチの生態や役割を紹介します！
ミツバチの写真や養蜂で使用する道具なども展示しています。
協力:株式会社 中田養蜂

ニョイスミレ ツマグロヒョウモン

テイカカズラ

コゲラ ネムノキ

アケビ

ヤマボウシ

ホタルカズラ

クリ

コバノガマズミ

ウスバキトンボ

シオカラトンボ

4月

3月
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