2017 夏休み自由研究

大地とくらし・恐竜化石
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参加者募集！
2017 年
開催日

1 泊 2 日の宿泊体験

8月 7 日 月 〜 8 日 火

集合 7 日…10：00 篠山チルドレンズミュージアム現地集合
解散 8 日…18：00 篠山チルドレンズミュージアム現地解散

※集合・解散とも、保護者の方がご送迎ください。

18,000 円（税込）

参加費

主なプログラム
１日目 テーマ

１日目＝昼食・夕食、２日目＝朝食・昼食付

詳細は裏面を
ご覧ください

各種体験料・施設利用料等含む

募集人員

大地とくらし・自然観察

参加対象

ちるみゅー探検、里山探検、野菜収穫体験、
農村探検、川あそび、ドラム缶風呂、
かまど炊飯、ナイトハイク（昆虫研究家が指導）
2 日目 テーマ

20 名（抽選）

※10 人に満たない場合は中止することがあります。

小学校 3 〜6 年生

※有限会社武元重機（バス事業部みらい観光）
バスを利用＜あるいは同等の会社＞
※添乗員なし

太古の生きもの化石と地層

古生物学入門講座、化石発掘現場見学、地層
見学、全身骨格標本見学、化石発掘石割体験

（古生物学者・化石保護技術員が終日指導）

同行：池田 忠広 （古生物学者）
指導 奥岸 明彦（化石保護技術員）
大塚 剛二（昆虫研究家）

お申し込み
方法
キャンプ会場・主催

①参加者名（ふりがな）、②年齢 (8/7 現在）、③性別、④保護者名、
⑤住所、⑥電話番号を、お電話またはメールでお知らせください。
抽選の上、７月21日 までにご連絡いたします。
当選された方は、7 月 28 日までに代金をお振込ください。
申込締切

７月 19
15 日（水）

旅行企画・実施・申し込み先：ROOT Travel （一般社団法人 ROOT）
〒669-2361 兵庫県篠山市丸山 30 番地

TEL：079-552-3988
〒669-2545 兵庫県篠山市小田中 572
TEL：079-554-6000 FAX：079-554-6001

MAIL：info@rootsy.jp

兵庫県知事登録旅行業 地域−734 号、総合旅行業務取扱管理者 多賀深雪、受注・手配旅行取扱可能地：
篠山市、西脇市、三田市、丹波市、加東市、川辺郡猪名川町、大阪府豊能郡能勢町、京都府南丹市、
福知山市、船井郡京丹波町

主催：篠山チルドレンズミュージアム 共催：丹波地域恐竜化石フィールドミュージアム推進協議会
後援：兵庫県立人と自然の博物館・兵庫丹波の森協会・篠山市教育委員会

大地とくらし・恐竜化石
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主催：篠山チルドレンズミュージアム 共催：丹波地域恐竜化石フィールドミュージアム推進協議会
後援：兵庫県立人と自然の博物館・兵庫丹波の森協会・篠山市教育委員会

プログラムの目的
里山・里川をはじめ近隣に化石が産出された篠山層群があるなど、自然の教材が豊かな篠山チルドレンズミュージアム
（ちるみゅー）での宿泊体験の中で創造性を育てるとともに、現役の古生物学者や化石保護技術者、昆虫研究家など普段
ふれあうことが難しい本格的な専門家の指導により、最新で正しい知識を得て、子どもたちの探求心を育みます。

スケジュール

※天候や参加者の状況により変更する場合があります。

1 日目
テーマ

2 日目

大地とくらし・自然観察

7:00

太古の生きもの化石と地層
7:00 起床
7:30 朝食

8:00

フリータイム

9:00

10:00

10:00 ちるみゅー 集合・開校式
10:30 ちるみゅー探検

●キャンプから帰ったら夏休みの自由研究は完了！

11:00 全身骨格標本見学
ちーたんの館
バス移動（10 分）
12:00 昼食
かみくげ 恐竜の里公園
13:00 化石発掘現場見学
バス移動（10 分）

講師紹介

12:00 昼食

13:00

13:05 村探検

14:00

13:30 夏野菜収穫体験（近隣農家）14:00 篠山層群露頭見学
太古の生きもの館
休憩・着替え
14:40 化石発掘（石割）体験
15:00 川あそび

17:00

16:30 ドラム缶風呂
（後シャワー入浴）
17:30 かまどご飯炊き

18:00

19:00

夕食
19:00 レポート作成
「里山のくらしと生き物」

20:00

20:00 ナイトハイク
昆虫トラップ観察

15:40 バス移動（40 分）
（池田氏・奥岸氏 同乗）

●池田 忠広（いけだ

環境科学研究所特任助教、古爬虫両生類学者
●奥岸 明彦（おくぎし

あきひこ）

篠山市教育委員会・化石保護技術員、プレパレーター
●大塚 剛二（おおつか

ごうじ）

ささやま虫クラブ主催、昆虫・植物研究家
※講師以外にスタッフ３名が同行します。

参加条件・留意事項
○主催者が実施するアンケート結果および参加者の写真や
映像記録を、主催者連携先の類似事業の広報活動（チラシ

17:20 ふりかえり・閉校式
18:00 解散

○新聞・テレビ等のマスコミ取材にご協力いただける方。

※有限会社武元重機（バス事
業部みらい観光）バスを利用
＜あるいは同等の会社＞
※添乗員なし

掲載・ネット等）で利用することにご理解いただける方。
○食物アレルギーの方はあらかじめお申し出ください。
○個人情報は本事業に係る連絡（保険手続き等による情報
共有含む）、および主催者が今後企画する催し等の案内送
付に使用し、これ以外の目的には使用しません。
○当日の持ち物等注意事項は当選者へ別途ご連絡します。
旅行企画・実施・申し込み先：

21:30 消灯

ROOT Travel （一般社団法人 ROOT）

宿舎泊（体育館）

〒669-2361 兵庫県篠山市丸山 30 番地

TEL：079-552-3988
キャンプ会場・主催

〒669-2545 兵庫県篠山市小田中 572

ただひろ）

兵庫県立人と自然の博物館研究員、兵庫県立大学自然・

16:20 ちるみゅー着
レポート作成

21:00

22:00

●自然豊かなちるみゅーの木造校舎をひとりじめ。
子どもたちの創造性を育てます。

10:10 バス移動（50 分）
（池田氏・奥岸氏 同乗）

12:00

自然観察（指導：大塚氏）

●夏野菜を収穫したり昔の農機具に触れたり、大地
のくらしを体験します。

●川遊び、かまど炊飯、ドラム缶風呂など参加した
子どもたちの心に残る豊かな体験を実現します。

11:00 里山探検（ごんた山）

16:00

●古生物学者や化石保護技術者、昆虫研究家ら専門
家が子どもたちにわかりやすく指導します。

9:00 古生物学入門講座
（池田氏・奥岸氏 紹介）

11:00

15:00

プログラムの特徴

TEL：079-554-6000 FAX：079-554-6001

MAIL：info@rootsy.jp

兵庫県知事登録旅行業 地域−734 号、総合旅行業務取扱管理者 多賀深雪、
受注・手配旅行取扱可能地：篠山市、西脇市、三田市、丹波市、加東市、川辺郡
猪名川町、大阪府豊能郡能勢町、京都府南丹市、福知山市、船井郡京丹波町

