みさかの森自然学校

２０１６年も開催！

第８回
森のマスター講座
日時
場所
対象
定員
参加費

中国第６戦

内容

２０１６年
１月１０日（日）

平成２８年１月２４日（日）
１０時～１５時
深坂自然の森
市内及び近郊にお住まいの
高校生以上の方
１０名
無料

サバイバル防寒術を
体験から学ぶ一日

第５８・５９回
森のようちえん
日程
場所
対象
参加費
定員

通信

平成２８年
①１月１１ 日（月）
②１月１６ 日（土）
深坂自然の森
保育園、幼稚園に通う
年少～年長クラスの
お子様
一人 ５００円
２０名

テーマは
森のお正月遊び！

募集期間
定員に達するまで、
随時受け付けています！

山口県下関市
深坂自然の森

Ｎｏ．４２
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森の家下関

〒759-6602 下関市大字蒲生野字深坂
TEL・FAX 083-259-8555
http://www.misakanaturalforest.com
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