
希望が丘
キッズ自然体験フェスティバル
4月24日土・25日日 各日10:00～15:00

新緑の文化ゾーン（東
ゲート）で遊びます。
色々な体験コーナー
がみなさんの参加を
お待ちしています。

《参加料》 一部有料

文  化 ゾーン 問合せ先 A

やまもりハプン▶希望が丘
「野外展覧会　芸術のとまり木」

滋賀県守山市を拠点に活動す
る、アーティストグループ「モ
ファ」が手がける野外美術展。
関西在住で現役の美術家が集ま
り、お散歩しながら芸術に出会
える森を3日間だけ出現させます。芝生や木立の間に展
示作品が佇む、不思議な散歩を体験しに来てください。
※コロナウイルス感染拡大防止のため、ワークショップの予定はありません。

《参加料》 無料 文  化 ゾーン 問合せ先 B

希望が丘 新緑祭
5月8日土・9日日　各日9:30～15:00

新緑が清々しい希望が
丘で楽しく過ごそう。軽
スポーツやクラフトな
ど各種体験コーナーを
用意します。
《参加料》 一部有料 スポーツ ゾーン 問合せ先 B

希望が丘交流ひろば 【全4回】
①5月 8日土・ 9日日
②9月11日土・12日日　各日9:30～15:00

《参加料》 入場無料、フリーマーケッ
ト出店料3,000円 《定員》 フリーマー
ケット：70区画 《出店応募資格》 県内
在住の方 《募集期間》 ①3月8日㊊～
4月2日㊎　②7月12日㊊～8月6日㊎ 
《申込方法》 往復ハガキ又はホーム
ページ内の申込フォームに、出店希
望日（いずれか1日）・〒・住所・応募者
氏名（フリガナ）・電話番号・参加者人
数・出店内容を明記。スポーツ ゾーン 問合せ先 B

《参加料》 300円 《参加対象》 幼児・児童（3歳～小学3年生）とその家族 
《定員》 各回30名［先着順］ 《募集期間》 4月10日㊏ 9:00～ 《申込方法》 
Eメールで、希望日・参加者全員の〒・住所・氏名（フリガナ）・年齢（学
年）・電話番号・メールアドレスを明記。

ちびっこファミリー
自然とあそぼう 【全4回】
① 5月23日日 「新緑の森であそぼう」
② 6月20日日 「初夏のいきものさがし」
③ 9月20日月㊗ 「秋の空をながめてみよう」
④10月 9日土 「秋のいきものさがし」
各日10:00～12:00

家族や小グループを対象に季節ごとにテーマ
を変えて、希望が丘の自然で遊びます。

文  化 ゾーン 問合せ先 A

希望が丘自然観察会 【全4回】
① 4月17日土 「春の鳥たち」
② 7月 3日土 「梅雨時のキノコたち」
③10月16日土 「秋の山野草と樹木たち」
④ 3月12日土 「早春の水辺の生物たち」
①②9:00～12:00　③④9:30～12:30

鳥やキノコを観察する機会を新たに設け、さらに時間も延長し
ました。小さなワクワクを体験して、五感を研ぎ澄まします。
《参加料》 500円 《参加対象》 小学生以上（小学生は保護者同伴） 《定員》 
各回30名［先着順］ 《募集期間》 3月5日㊎ 9:00～ 《申込方法》 Eメール
で希望日・参加者全員の〒・住所・氏名（フリガナ）・年齢（学年）・電話番
号・メールアドレスを明記。 文  化 ゾーン 問合せ先 A

希望が丘里山楽校
5月15日土～16日日　　  10:00～翌15:00

田植えをしたり、薪でご飯を炊いたり、新緑が輝く希望
が丘で楽しく里山の暮らしを体験します。

《参加料》 7,000円 《参加対象》 県内在住の小学1～6年生 《定員》 60名［申
込み多数の場合は抽選］ 《募集期間》 3月27日㊏～4月10日㊏ 《申込方法》 
Eメールで、〒・住所・氏名（フリガナ）・性別・生年月日・学校名・年齢（学
年）・電話番号・メールアドレスを明記。 文  化 ゾーン 問合せ先 A

1泊2日

希望が丘 夏休み林間スクール
8月14日土～15日日
10:00～翌15:00

夏の希望が丘の様子をみんなで体感し、自然か
ら学びながら、集団の中で仲良く楽しく活動します。

《参加料》 7,000円 《参加対象》 県内在住の小学1年～6年生 《定員》 50
名［申込み多数の場合は抽選］ 《募集期間》 6月19日㊏～7月3日㊏ 《申
込方法》 Eメールで、〒・住所・氏名（フリガナ）・性別・生年月日・学校名・
年齢（学年）・電話番号・メールアドレスを明記。

文  化 ゾーン 問合せ先 A

1泊2日

希望が丘 ふれあいキャンプ 
～病気の子どもたち・障がいのある子どもたちとともに～

アウトドアクッキングや大道芸な
どをみんなで楽しみます。気軽に
参加してください。

《参加料》 3歳以上：1,000円／中学生以上：2,000円 《参加対象》 病気や
障がいのある児童生徒とその家族・支援者 《定員》 30名［先着順］ 《募
集期間》 3月15日㊊～3月31日㊌ 《申込方法》 電話、FAX、Eメールのい
ずれかで、〒・住所・氏名（参加者全員/フリガナ）・学校名・年齢（学年）・
電話番号・看護の程度を明記。 野  外 ゾーン 問合せ先 C

4月11日日 10:00～15:30

希望が丘 アウトドアキッズキャンプ
6月12日土～13日日　　  10:00～翌15:00

1～3年生と4～6年生のコースそれぞれで、散策など
自然にふれあうメニューが盛りだくさんです。

《参加料》 8,500円 《参加対象》 県内在住の①小学
1～3年生／②小学4～6年生 《定員》 ①60名／②30
名［申込み多数の場合は抽選］ 《募集期間》 4月21日
㊌～5月7日㊎ 《申込方法》 Eメールで、〒・住所・氏名
（フリガナ）・性別・生年月日・学校名・年齢（学年）・
電話番号・メールアドレスを明記。

1泊2日

野  外 ゾーン 問合せ先 C

①ちびっこコース　  ②チャレンジコース

希望が丘 ファミリーキャンプフェスタ
7月3日土～4日日　　  13:00～翌12：00

テントやロッジでの宿泊・野外調理や
キャンプファイヤーなど普段できな
い体験を家族で楽しみましょう。

《参加料》 ロッジ泊  小学生以下3,000円／中学生
以上4,000円  テント泊  小学生以下2,500円／中学生以上3,500円（※
3歳以上有料） 《参加対象》 子どもを含む家族やグループ 《定員》 150
名［未成年の方のみの申し込みは不可］ 《募集期間》 5月8日㊏9時から 
《申込方法》 Eメールで、参加者全員の〒・住所・氏名（フリガナ）・生年月
日（西暦表記）・電話番号・メールアドレスを明記。（※テント泊は2名以
上、ロッジ泊は5名以上から申込可） 

1泊2日

野  外 ゾーン 問合せ先 C

希望が丘 夏休みわんぱくキャンプ
8月8日日～14日土
（初日）10:00～（最終日）14:30

自然に親しむフィールドワークやテーマに沿った体験
もたくさんあります。公園のキャンプリーダーがサ
ポートします!

《参加料》 27,000円 《参加対象》 県内
在住の小学4～6年生 《定員》 60名
［申込み多数の場合は抽選］ 《募集期
間》 6月16日㊌～6月30日㊌ 《申込方
法》 Eメールで、〒・住所・氏名（フリガ
ナ）・性別・生年月日・学校名・年齢（学
年）・電話番号・メールアドレスおよび
参加の動機を明記。

6泊7日

野  外 ゾーン 問合せ先 C

希望が丘ハイキング 【全4回】

自然とふれあい、参加者同士の交流を深めましょう。

《参加料》 400円 《参加対象》 小学生以上（小
学生は保護者同伴） 《定員》 各回30名［先着
順］ 《募集期間》 募集中 《申込方法》 電話、
FAX、Eメールのいずれかで、〒・住所・氏名
（フリガナ）・年齢・電話番号を明記。

①4月10日土 城山周辺
②6月12日土 北尾根縦走～三上山登山
各日9:00～14:00

スポーツ ゾーン 問合せ先 D

ビワイチプラス応援イベント
サイクリング体験
～希望が丘に行こう～

スポーツサイクル試乗体験。

《参加料》 無料 《参加対象》 子どもから大人まで 《申込方法》当日先着順

5月23日日  10:00～15:00

スポーツ ゾーン 問合せ先 D

滋賀県スポーツ少年団
サッカー交流大会（U-10）
2021 in 希望が丘

芝生ランドの特設ピッチで行う小学
4年生以下の選手対象の大会。

《参加料》 鑑賞無料 《参加対象》 滋賀県スポー
ツ少年団に登録している小学4年生以下 《定
員》 16チーム（予定） 《申込方法》 滋賀県スポー
ツ少年団サッカー競技専門部から往復ハガキ
で登録チームに通知。

6月20日日  9:10～16:30

スポーツ ゾーン 問合せ先 D

遊　ぶ

5月2日日・3日月㊗・4日火㊗
各日10:00～16:00

希望が丘 夏休み自然塾
7月28日水～31日土
（初日）10:00～（最終日）15:30

広大な自然の中で、専門家の丁寧な指導の下に、楽しく
より深く動物や植物の生態や地質を学ぶことができます。

《参加料》 25,000円 《参加対象》 県内在住の小学3～6年生 《定員》 70名
［申込み多数の場合は抽選］ 《募集期間》 5月28日㊎～6月11日㊎ 《申
込方法》 ハガキに、希望コース（第2希望まで）・〒・住所・氏名（フリガ
ナ）・性別・生年月日・学校名・年齢（学年）・電話番号・メールアドレス・
希望の動機を明記。 文  化 ゾーン 問合せ先 A

3泊4日

◎掲載内容は、2021年3月現在の予定です。天候等都合により変更となる場合がございます。　◎往復ハガキで申込む事業につきましては、一人1枚でお願いいたします。

学　ぶ

キャンプ

スポーツ


