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赤城自然園は、美しく豊かな自然の四季に触れていただけるよう、季節の見ごろに合わせ春・夏・秋の 

季節開園を行っております。 

秋は趣きの異なる初秋 9月 11日（金）～10月 4日(日)と晩秋 10月 16日（金）～11月 15日（日）の

２回に分けて開園いたします。 

初秋の森には、1,000km 以上を旅する渡りチョウ“アサギマダラ”が、園内に群生するフジバカマの香りに 

誘われて数千頭飛来します。赤城自然園では、未だ解明されていないアサギマダラの生態を調べるため、

初秋の開園中は毎日マーキング調査を行い、ご来園のお客様にもご参加いただきます。 

森が冬支度を始める晩秋は、20 種以上もあるカエデをはじめブナやコナラなどの木々が徐々に色づき、

広大な癒しの森を紅や黄に染め、艶やかな木の実やリンドウが彩りを添える包まれるような紅葉をお楽しみ

いただけます。 

また、春・夏の開園に引き続き、森の魅力を味わっていただけるプログラムを多数ご用意しています。 

「作家せきねちかさんの森の写生ワークショップ」や群馬県民の日に合わせた「こどもスペシャル５Days  

（こども入園無料・同伴の大人も無料）」などのイベントも開催いたします。 

イベント情報やプログラム詳細は、赤城自然園公式ホームページ（http://akagishizenen.jp）、赤城自然園

公式 Facebook ページ（https://www.facebook.com/akagishizenen)にてご案内しておりますので、ぜひ 

ご覧ください。 

＜秋の開園スケジュール＞ ※期間中、休園日はございません。 

初秋：  ９月１１日（金）～１０月 ４日（日）    晩秋：１０月１６日（金）～１１月１５日（日） 
 

＜秋の主なイベント＞ 

■ 作家せきねちかさんの森の写生ワークショップ  

夏に開催した「森の写生コンクール 2015」の受賞作品発表に併せ、 

作家せきねちかさんのワークショップを開催します。（展示棟にて） 

○受賞作品発表： 9月 19日（土） 13：00  

「作家せきねちかさんの森の写生ワークショップ」 13:00～14:00 

 

■ 森のオフスクール「こどもスペシャル５ｄａｙｓ」      

10月 24日（土）～28（水）は、こども入園料無料！同伴の大人の方も無料のスペシャルな 5日間。 

群馬県民の日 10月 28日（水）は、森のアトリエ・ワークショップ「秋を遊ぼう！」･森の朗読会 

「森との癒しの時間
ひ と と き

」を開催します。   

○開催日： 10月 24日（土）・25日（日）・26日（月）・27日（火）・28日（水） 

○入園料： 小人無料（通常 300円）、小人同伴の大人無料（通常 1,000円） 

○県民の日イベント： 「秋を遊ぼう！」13:00～14:45/森の朗読会 15:00～16:00 （10月 28日（水）のみ） 

花も、木も、訪れる人も、しあわせになる癒しの森“赤城自然園” 

9月 11日（金）より秋の開園 
～森を楽しむイベント・プログラムを多数開催します～ 

2015年 9月 9日 

http://akagishizenen.jp/
https://www.facebook.com/akagishizenen


＜ 主なプログラム ＞ 

■ アサギマダラのマーキング体験 ＜予約不要＞ 

生態調査を目的とした渡りチョウのマーキング  

○開催日時： 初秋の開園中の毎日 13：00～ 

 

■ 植物の生きる知恵を学ぶ自然観察会 〔RHSJ共催〕 ＜要予約＞ 

自然観察指導員の舘林正也さんと、散策しながら季節の植物を観察 

○開催日時： 11月 1日（日） 10：00～15：00 

・池袋発着バスツアー 定員 25名／参加費 子ども 2,000円・大人 9,000円 

（往復のバス代・入園料・指導料・昼食代・傷害保険料・税込） 

・現地集合プラン 定員 10名／参加日 子ども 1,000円・大人 2,000円 

（入園料・指導料・傷害保険料・税込。※昼食は別途実費にて承ります） 

   

■ 女流写真家によるフォトレッスン 〔「熟年ばんざい」共催〕 ＜要予約＞ 

フォトグラファーその江さんに木々を美しく撮るポイントを学びながら 

フォトレッスン 

○開催日時： 11月 5日（木） 10：00～15：00 

○定員 25名 ○参加費 3,500円（入園料・指導料・昼食代・傷害保険料・税込） 

 

■ 撮影教室 ＜要予約＞ 

写真家 新井幸人氏とともに園内を巡り、アドバイスを受けながらの 

撮影会と講評会 

   ○開催日時： 11月 8日（日） 8：00～14：00   

○定員 30名 ○参加費 3,000円（入園料・指導料・傷害保険料・税込） 

 

■ エコクラフト教室 ＜要予約＞ 

自然の材料をつかった工作などいろいろなテーマで開催 

秋のテーマは「クリスマスのリースを作ってみよう！」 

   ○開催日時： 9月 26日（土）・10月 24日（土）・11月 14日（土）10：00～ 

○定員 10名  ○参加費 1,000円（材料費・税込） 

 

■ てづくり工房 ＜予約不要＞ 

木の実や枝を利用した工作体験 

○開催日時： 毎週木・土曜日 13：00～15:30 

○随時参加可 ○参加費 大人 300円（税込） 小人無料 

 

■ 森の図書館・森のアトリエ 

図書や写生用具を無料でお貸出ししています 

○図書貸出し： 展示棟  ○写生用具貸出し： 総合案内所 

 

■ ガイドツアー＜予約不要・無料＞ 

季節の見どころを毎日ご案内  

○開催日時： 毎日 10：00～ ／ 13：00～ ※30分程度 

 

■ 森林セラピー講座＜予約不要・無料＞ 

森林浴の効果をスライドでご紹介 

○開催日時： 毎週金・土曜日 9：30～  



＜ 秋の見どころ ＞ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 赤城自然園 秋の開園概要 ＞ 

■ 期 間 ： 初秋 9月 11日（金）～10月 4日（日） / 晩秋 10月 16日（金）～11月 15日（日） 

■ 時 間 ： 9:00～16:30 （入園は 15:30まで） 

■ 入園料 ： 大人 1,000円、小人 300円（小学生～高校生） 

年間パスポート兼サポーター証 大人 3,000円、小人 1,000円（ご購入日から 1年間有効） 

※入園料は赤城自然園の環境保全に利用させていただきます 

※セゾン・UC カードのご提示で大人入園料が 500 円となります〈会員ご本人様のみ〉 

※障害者手帳、療育手帳をお持ちのご本人様と介添えの方（1名）は無料 

■ アクセス： 車／関越自動車道 赤城 I.C.から約 10分 

電車／JR上越線 渋川駅からタクシーで約 20分 （バスの運行はありません） 

■ 住 所 ： 〒379-1113 群馬県渋川市赤城町南赤城山 892  

■ 電 話 ： 0279-56-5211 

■ ホームページ   ： http://akagishizenen.jp 

■ Facebookページ ： https://www.facebook.com/akagishizenen 

■ その他 ： プログラムの予約等に関する詳細は、ホームページまたはお電話にてお問い合わせを        

お願いいたします。 

＜オフィシャルスポンサーのご協力のもと、赤城自然園を運営しております＞ 

 

 

 

 

 

アサギマダラ                           シュウメイギク        

ツリバナの実                           包まれる紅葉 
 

http://akagishizenen.jp/
https://www.facebook.com/akagishizenen


＜ ご参考： 講師紹介 ＞ 

■ 森の写生ワークショップ（9/19）・木の実や葉で描く「秋を遊ぼう！」（10/28） 

  作家 せきねちかさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 森の朗読会「森との癒しの時間
ひととき

」（10/28）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボイスソムリエ 山崎聡子（やまさきあきこ）さん 
 
VoiStart(ボイスタート) 代表 
日本ボイスマイスター協会 代表 
全日本ブライダル MCアライアンス正規会員 
 
OL から女優を経て、司会業へ転身。 
イベントで長時間マイクで喋り続け急性声帯炎で 1 ヵ月間声を失った 
経験をきっかけに、喉に負担をかけない発声法やメンタル強化にふさ 
わしい呼吸法、また、伝わりやすい話し方やコミュニケーション術などを 
学び、ボイス＆メンタルトレーニング認定講師となる。 
講座や企業セミナー、新人研修などを通して「声や話し方で自信を 
つけ、一人ひとりが輝くお手伝い」をしている。 
2009年より朗読と楽器の生演奏とのコラボコンサートを スタート。 
素晴らしい作品による『心の洗濯』の機会を提供中。 

大学で哲学を学び渡英。 
ロンドン セントマーチンズ美術学校デザイン科に学ぶ。 
同校中退後、イタリア、フランス、アメリカと旅をしながら 
独学で絵画を描き、2002年に帰国。 
出版社に勤務しながら制作活動を続ける。 
 
2007年初の個展『Champagne & the Rock'n'Roll』 
（Gallery KINGYO）を開催。以来、毎年精力的に個展を開催し、 
今年 6月はみどりのドローイングや絵画作品を中心にした 
『Happy Birthday to Everyone!!』（Coffee & Gallery ゑいじう）を開催。 
  
2015年 4月からは、リフレクソロジストの矢菅さん主宰のイベント 
「kimidori（きみどり）」にワークショップ『はじまりの kimidori』の 
講師として参加。“みどりのおねえさん”として、乳幼児から 
小学４年生までの子供たちと一緒に、大きな木を作る 
ワークショップを行う。現在、みどりをテーマにした絵本を創作中。 
 

ギタリスト 永島広（ながしまひろし）さん 
 

秋元順子さん、谷村新司さんをはじめ多くのアーティストのツアーや 
レコーディングに演奏、作編曲、ディレクション等で参加。 
オリジナルバンドで 4枚のアルバム、ソロアルバムとしても 
2007年「Oasis Road」・2014年「Mind's Eye」をリリース。 
山崎聡子さんの朗読会では、内容に合わせた見事な即興演奏で 
聴衆を魅了。 


