
平成31年(2019年)度「みどりの月間の集い」実施行事一覧(4/15～5/14）

都道
府県 期日

行事名
主催者 開催場所　　　　　　　　

行事概要
（４０字程度で簡潔に） 参加対象 参加費 備考 問い合わせ先 ホームページアドレス

鳥
取
県

1 4/21(日)
2019 第5回 用瀬山系トレイル交流
大会

用瀬山系トレイル交流大
会実行委員会

用瀬アルプス
（三角山、洗足山）

用瀬町の自然・歴史文化が楽しめ、体
力に合わせた2コースで行う交流登山会
です。

中学生以上 1,000円
Aコース：定員100名
Bコース：定員70名

用瀬町総合支所 産業建設課
TEL:0858-87-3786

http://www.city.tottori.lg.jp

2 4/21(日)
親子自由研究クラブ
「生き物の棲み家づくり」

氷ノ山自然ふれあい館　
響の森

氷ノ山自然ふれあい館　響
の森

小学生や親子を対象に、各テーマにつ
いて観察会等を行い、子どもの興味を
伸ばします。

小学生・親子 無料 初回登録料800円
氷ノ山自然ふれあい館響の森
TEL:0858-82-1620
FAX:0858-82-1612

http://www.hibikinomori.gr.jp/

3
4/27(土)～
5/6(月振)

ネイチャーキッズフェス 氷ノ山自然ふれあい館　
響の森

氷ノ山自然ふれあい館　響
の森

木材を用いた縁日コーナー等を設置
し、子どもや家族が楽しく自然と触れ
合う場を提供します。

一般 無料 各コーナーは有料
氷ノ山自然ふれあい館響の森
TEL:0858-82-1620
FAX:0858-82-1612

http://www.hibikinomori.gr.jp/

4
4/27(土)～

28(日)
新緑キャンプを楽しむ 鳥取県立船上山少年自然

の家
船上山少年自然の家

新緑の船上山でテント泊をしながら、
登山やオリエンテーリング、野外炊飯
を家族で楽しみます。

3,600円 定員16組(60名程度)
船上山少年自然の家
TEL:0858-55-7111

senjyozan_syounen@pref.tottori.lg.jp 

5 5/10(金) まちなか登山教室
「地図読み」

氷ノ山自然ふれあい館　
響の森

氷ノ山自然ふれあい館　響
の森

登山で必要な地図読みについて学びま
す。 一般 500円 5/24(金)にも実施

氷ノ山自然ふれあい館響の森
TEL:0858-82-1620
FAX:0858-82-1612

http://www.hibikinomori.gr.jp/

6 5月上旬 遠見山登山
遠見山馬酔木の会
丹比地区公民館 遠見山

ハイキングしながら、山の自然とふれ
あいます。 小学4年生以上 無料 ※現時点で内容は予定 八頭町丹比地区公民館

TEL:0858-84-1251

島
根
県

1 4/21(日) プランクトンってなんだろう？ 宍道湖自然館ゴビウス 宍道湖自然館ゴビウス

プランクトンってどんな生きもの？
知っているようで知らないプランクト
ンの世界をのぞいてみよう！
クラゲもプランクトン！？

どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

100円
(別途入館料要)

要事前申込
定員30名(先着)

宍道湖自然館ゴビウス
TEL:0853-63-7100

http://www.gobius.jp/

2 4/21(日) 春の里山植物観察 ホシザキグリーン財団 ふるさと尺の内公園

サクラの花が咲き終わり、だんだんと
花や新緑のにぎやかな季節になりまし
た。
散歩をしながら、里山の植物の見分け
方を学びましょう。

大人
(高校生以上)

100円 要事前申込
定員20名(先着)

宍道湖グリーンパーク
TEL:0853-63-0787

http://www.green-f.or.jp/

3 4/27(土) さんべ発見ウォークin志学 三瓶自然館 大田市三瓶町
三瓶山の南麓を、桜並木や島根県屈指
の巨木を訪ね歩くウオーキングをしま
す。

一般 無料 三瓶自然館サヒメル
TEL:0854-86-0500

http://nature-sanbe.jp

4 4/29(月祝) 船通山かたくり登山 横田山の会 船通山
神話の霊峰「船通山」の頂上付近に、
4月上旬から5月下旬にかけて群生する
カタクリを鑑賞します。

一般 無料 歩きやすい服装
少雨決行 奥出雲町観光協会 https://okuizumo.org/jp

5 4/29(月祝)
第71回全国植樹祭1年前記念イベン
ト 
森の誕生日2019

森の誕生日実行委員会
(島根県、松江市、(公社)
島根県緑化推進委員会、
(一財)宍道湖西岸森と自
然財団、NPO法人もり
ふれ倶楽部)、
第71回全国植樹祭島根
県実行委員会

松江市宍道町佐々布3353-2
ふるさと森林公園

森と一緒に遊び・くつろぎ・学べるア
ウトドアイベントを開催します。 一般 無料 臨時駐車場から無料シャ

トルバス運行

ふるさと森林公園「森の誕生
日」実行委員会事務局
TEL:0852-66-2500
(受付８:00～19:00)

http://www.forestpark.or.jp/

http://www.hibikinomori.gr.jp/
http://www.hibikinomori.gr.jp/
http://www.hibikinomori.gr.jp/
http://nature-sanbe.jp/
https://okuizumo.org/jp


6 5/11(土) 春の室ノ内を歩こう 三瓶自然館 大田市三瓶町 三瓶山の旧火口「室ノ内」を歩く、自
然観察軽登山を行います。

一般 大人600円、
小学生以下400円

三瓶自然館サヒメル
TEL:0854-86-0500

http://nature-sanbe.jp

7 5/12(日) バードウオッチング講座 三瓶自然館 大田市三瓶町 野外で鳥のさえずりを聞きながら、鳥
の種類の判別を学ぶ体験講座です。 一般 100円

三瓶自然館サヒメル
TEL:0854-86-0500

http://nature-sanbe.jp

8 5/12(日) 探検！ビオトープ池 ホシザキグリーン財団 宍道湖グリーンパーク

グリーンパークの北側にあるビオトー
プ池。
そこには何がいるのでしょうか…？
生きもの観察やあそびを楽しみましょ
う。　

どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

100円 要事前申込
定員20名(先着)

宍道湖グリーンパーク
TEL:0853-63-0787

http://www.green-f.or.jp/

9 5/12(日) 大万木山山開きトレッキング2019 飯南町観光協会 島根県飯南町
大万木山

森の案内人ガイドとともに、新緑の大
万木山トレッキングを楽しみましょ
う。

一般 2,000円 定員100名
飯南町観光協会
TEL:0854-76-9050

https://www.satoyamania.net/

岡
山
県

1 4/27(土) 高清水トレイルプレオープン 鏡野町 上齋原人形峠 山開き及びプレオープン記念式典のの
ち、参加者でウォーキングをします。

一般 無料 歩きやすい服装 鏡野町産業観光課
TEL:0868-54-2987 http://www.town.kagamino.lg.jp/

2 4/29(月祝) 第34回那岐山ふれあい登山大会 奈義町観光協会
智頭町観光協会

国定公園
那岐山

奈義町、智頭町それぞれの登山口から
登山し、山頂でのイベントなどを通し
て県境を超えてふれあい、新緑の那岐
山で春の一日を満喫します。

どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

500円
(保険料等)

少雨決行、荒天中止 奈義町観光協会事務局
TEL:0868-36-4114

広
島
県

1 5/11(土) 新緑を満喫する登山 国民宿舎野呂高原ロッジ 広島県呉市川尻町野呂山
新緑を堪能しながら登山します。
途中、瀬戸内海を一望できる展望台に
も立ち寄ります。

一般 １,500円
3日前までに要事前申込
定員30名　
雨天決行

国民宿舎野呂高原ロッジ
TEL:0823-87-2390

http://www.norosan.or.jp/

山
口
県

1 4/27(土) 第18回森の学校 みさかの森自然学校共同
事業体 下関市深坂自然の森

フライングディスク体験を通して、フ
ライングディスクの楽しさを味わい、
普及につなげていきます。

無料 100名
詳細はHP参照

森の家下関
TEL:083-259-8555

http://www.misakanaturalforest.com

2
4/27(土)～

28(日)
キャンプはじめのだい一歩 周南市大田原自然の家 周南市大田原自然の家

アウトドアデビューしたい家族に、自
然の家がテント設営から焚火、料理等
のノウハウや、楽しむ場を提供しま
す。

小学生以上2,500
円、
幼児2,000円
(食費、消耗品費、

6家族
3歳～小学生の子どもを
含む家族
詳細はHP参照

周南市大田原自然の家
TEL:0834-89-0461

http://www.city.shunan.yamaguchi.jp/
ootabara/

3 4/29(月祝) ひらおウォーキング大会 平生町体育協会 平生小学校
グラウンド

自然や人々、地域の文化にふれあいな
がら、健康づくりをはかります。 無料 150名程度

持ち物：飲み物など
平生町体育館
TEL:0820-56-6262

www.town.hirao.lg.jp

4 4/29(月祝) きらら浜自然観察公園春祭り 山口県立きらら浜自然観
察公園

山口県立きらら浜自然観察
公園

ミニコンサート、工作、バードウォッ
チング等を行います。 一般

入館料200円
(18歳以下無料)

山口県立きらら浜自然観察公
園
TEL:0836-66-2030

http://kirara-h.com/

5
5/1(水祝)～

5/6(月振)
クイズラリーに挑戦！ 山口県立きらら浜自然観

察公園
山口県立きらら浜自然観察
公園

クイズを解きながら、春の公園をのん
びり楽しく散策します。 一般

入館料200円
(18歳以下無料)

山口県立きらら浜自然観察公
園
TEL:0836-66-2030

http://kirara-h.com/

6 5/3(金祝) 春の植物観察会
山口県立きらら浜自然観
察公園

山口県立きらら浜自然観察
公園

小鳥がさえずる公園を歩きながら、春
の草花を観察します。 一般

入館料200円
(18歳以下無料)

雨天中止
山口県立きらら浜自然観察公
園
TEL:0836-66-2030

http://kirara-h.com/

7
5/3(金祝)～5(日

祝)
春のわんぱく村 周南市大田原自然の家 周南市大田原自然の家

周南市学び・交流プラザ

春の自然とふれあおう！
山菜手作りピザ、葉っぱのたたき染め
で記念品作り、テント泊等を行いま
す。

小学1年生～6年生
8.000円
（食費、消耗品費、
保険料等）

定員60名
詳細はHP参照

周南市大田原自然の家
TEL:0834-89-0461

http://www.city.shunan.yamaguchi.jp/
ootabara/

http://www.norosan.or.jp/
http://www.city.shunan.yamaguchi.jp/ootabara/
http://www.town.hirao.lg.jp/
http://kirara-h.com/
http://kirara-h.com/
http://kirara-h.com/
http://www.city.shunan.yamaguchi.jp/ootabara/


県

8 5/4(土祝) 第6回HIRAO風緑マラソン2019
HIRAO風緑マラソン実
行委員会

ハートランドひらおスポー
ツレクリエーション公園

風力発電や瀬戸内海を眺めながら、標
高差332ｍの山道10kmを走ります。 2,000円 定員150名程度

詳細はHP参照

HIRAO風緑マラソン実行委員
会事務局
TEL:080-5434-7553

http://toranosuke86.wix.com/hirao-w#

9
5/7(火)～
5/12(日)

つつじまつり 防府市 大平山山頂公園 10万株のツツジにふれあいながら、防
府市を一望できるまつりです。

一般 無料

都市計画課
TEL:0835-25-2159
大平山山頂公園
TEL:0835-38-0762

http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/

10 5/11(土) 手作りザオとシカケdeさかなつり 周南市大田原自然の家 周南市大田原自然の家 竹ざおと自分で作ったシカケを使っ
て、小川で魚釣りをします。

小学3年生～6年生
の子どもを含む家
族　

小学生以上650円 定員5家族
詳細はHP参照

周南市大田原自然の家
TEL:0834-89-0461

http://www.city.shunan.yamaguchi.jp/
ootabara/

11 5/11(土) 角島・野草観察会 つのしま自然館 つのしま自然館

野草や野鳥などを楽しみながら、角島
大橋の島側にある瀬崎公園をスタート
し、鬼の岩から夢崎までの約5㎞を歩
きます。

一般
2,000円
(中学生以下無料、
ただし保護者同伴)

つのしま自然館 http://www.tsunoshimashizenkan.com/

12 5/12(日) フラワーフェスティバル 下関市
園芸センター 下関市園芸センター

「植物とのふれあい」をテーマに、イ
ベントを通じて「花・緑」に関心をも
っていただきます。

一般 無料
下関市園芸センター
TEL:083-258-0147

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/
contents/1103098763706/

13 5/12(日) カエルが待っている！ 秋吉台エコ・ミュージア
ム 秋吉台エコ・ミュージアム 田んぼのビオトープに出かけて、カエ

ルを観察します。 一般 無料 秋吉台エコ・ミュージアム
TEL:08396-2-2622

http://www.c-able.ne.jp/~mitou-14/

徳
島
県

1 4/21(日) 春の昆虫観察1
徳島県立佐那河内いきも
のふれあいの里

集合：佐那河内村役場前駐
車場　

春に現れる昆虫たちを観察しよう。 小学生以上 無料
定員20名
要事前申込
詳細はHP参照

いきものふれあいの里ネイチ
ャーセンター
TEL:088-679-2238

www4.tcn.ne.jp/~fureainosato/

2 4/28(日) 春の植物ウォッチング 徳島県立佐那河内いきも
のふれあいの里

集合：いきものふれあいの
里ネイチャーセンター

新緑の中、カタクリ、ニリンソウなど
を見ながら歩こう。 小学４年以上 無料

定員20名
要事前申込
詳細はHP参照

いきものふれあいの里ネイチ
ャーセンター
TEL:088-679-2238

www4.tcn.ne.jp/~fureainosato/

3 5/1(水祝)
ネイチャートレイル
「砥石権現」

徳島県立佐那河内いきも
のふれあいの里

集合：佐那河内村役場前駐
車場　 冷温帯林の春の植物を観察しよう。 中学生以上

2,000円
(バス代)

定員20名
要事前申込
詳細はHP参照

いきものふれあいの里ネイチ
ャーセンター
TEL:088-679-2238

www4.tcn.ne.jp/~fureainosato/

4 5/6(月振) 哺乳動物の観察会 徳島県立佐那河内いきも
のふれあいの里

集合：いきものふれあいの
里ネイチャーセンター

普段なかなか見られない野生動物の姿
を見に行こう。 小学生以上 無料

定員20名
要事前申込
詳細はHP参照

いきものふれあいの里ネイチ
ャーセンター
TEL:088-679-2238

www4.tcn.ne.jp/~fureainosato/

1
4/15(月)～
4/21(日)

瀬戸内海国立公園パネル展 四国事務所、
高松市教育委員会

高松市片原町
高松市生涯学習センターま
なびCAN

瀬戸内海国立公園の魅力や特徴、おす
すめルートマップを紹介するパネル展
です。

どなたでも 3/21(木)から開催 四国事務所
TEL:087-811-6227

http://chushikoku.env.go.jp/shikoku/

2
4/15(月)～
5/14(火)
随時予約制

自然観察 五色台ビジターセンター
坂出市
(瀬戸内海国立公園)

五色台でみられる身近な動植物を観察
します。 どなたでも 200円/人 五色台ビジターセンター

TEL:0877-47-2479
http://goshikivc.jp/

3
4/15(月)～
5/12(日)

花めぐりクイズラリー 国営讃岐まんのう公園 国営讃岐まんのう公園園内 園内の花や樹木についての問題を解き
ながら、園内を散策しましょう。 一般

無料
(入園料・駐車料は
別途)

3/21(木)から開催
開園時間中

まんのう公園
管理センター
TEL:0877-79-1700

https://sanukimannoupark.jp/

4
4/15(月)～

5/14(火)間の
土・日・祝日

自然生態園ガイドウォーク 国営讃岐まんのう公園
国営讃岐まんのう公園
自然生態園

インタープリターと一緒に、楽しく自
然生態園を散策しよう！ 一般

無料
(入園料・駐車料は
別途)

10:30～12:00
13:30～15:00
各回定員30名

まんのう公園
自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannoupark.jp/

http://toranosuke86.wix.com/hirao-w
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
http://www.city.shunan.yamaguchi.jp/ootabara/
http://www.tsunoshimashizenkan.com/
http://www.c-able.ne.jp/~mitou-14/
http://chushikoku.env.go.jp/shikoku/
http://goshikivc.jp/
https://sanukimannoupark.jp/
https://sanukimannoupark.jp/


香
川
県

5 4/20(土) 星を見る会 五色台少年自然センター 五色台少年自然センター
四国最大級の大型望遠鏡で月や惑星、
星雲などの天体を観望して、天体の美
しさや魅力を伝えます。

一般
(高校生以下は保護
者同伴)

大人300円、
高校生以下200円
(1歳未満の乳児無
料)

五色台少年自然センター
TEL:087-881-4428

http://www.pref.kagawa.lg.jp/gosho/

6 4/21(日) 語り継がれる伝説の横倉山 高松市ハイキング協会 高知県 ハイキングを行います。 会員 不要

7 4/21(日) 春のネイチャーゲーム 香川県造園事業協同組合 香川県満濃池森林公園 自然とのふれあいを、ゲームを通して
体験します。 一般 無料

公園管理事務所　　
TEL:0877-57-6520

http://mannou-mori.com

8 4/27(土) 春の親子自然観察会 小豆島自然観察会 土庄町
野外活動センター

春の植物を観察しながら、野草を採取
します。
採取した野草を天ぷらにして食べま
す。

親子・一般 100円
定員30名　　　　
9:30～11:30

土庄町教育委員会事務局生涯
学習課　　　　　　　　
TEL:0879-62-7013

9
4/27(土)、
4/28（日）

さぬきの森
冒険＆遊び広場 国営讃岐まんのう公園 国営讃岐まんのう公園

さぬきの森
親子で森の中の迷路などで、楽しく遊
ぼう！

小学生以下
(保護者同伴)

100円
(入園料・駐車料は
別途)

10:00～12:00
13:00～15:00

まんのう公園
自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannoupark.jp/

10 4/29(月祝) 満濃池展望遊歩道ガイドウォーク 国営讃岐まんのう公園
国営讃岐まんのう公園
パノラマ展望台

満濃池が一望できる木道デッキで、イ
ンタープリターが満濃池や空海の解説
をします。

一般
無料
(入園料・駐車料は
別途)

10:30～12:00
13:30～15:00
各回定員30名

まんのう公園
自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannoupark.jp/

11 5/1(水祝) 森の探検隊 国営讃岐まんのう公園 国営讃岐まんのう公園
さぬきの森

親子で動植物の観察や森のクイズを解
きながら、森の中を探検します。

小学生
(保護者同伴)

100円
(入園料・駐車料は
別途)

13:30～15:30
まんのう公園
自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannoupark.jp/

12 5/2(木休) さぬきの森ガイドウォーク 国営讃岐まんのう公園 国営讃岐まんのう公園
さぬきの森

新緑がきれいな、普段は入れないエリ
アもご案内します。 一般

無料
(入園料・駐車料は
別途)

10:30～12:00
13:30～15:00
各回定員20名

まんのう公園
自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannoupark.jp/

13 5/3(金祝)
ネイチャークラフト
「たねと小枝のブローチ」 国営讃岐まんのう公園

国営讃岐まんのう公園
自然生態園

いろいろなタネを組み合わせて、オリ
ジナルのブローチをつくろう。 一般

100円
(入園料・駐車料は
別途)

10:00～12:00
13:00～15:00

まんのう公園
自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannoupark.jp/

14 5/4(土祝)
親子自然体験教室１
自然散策 五色台少年自然センター 五色台少年自然センター 新緑の五色台で、自然散策や植物観察

をすることで、家族の絆を深めます。
小学生とその保護
者、家族 50円

五色台少年自然センター
TEL:087-881-4428

http://www.pref.kagawa.lg.jp/gosho/

15 5/4(土祝)
森でリフレッシュ！
ハンモック体験 国営讃岐まんのう公園 国営讃岐まんのう公園

さぬきの森
森の散策とハンモックでリフレッシ
ュ！

小学生以下は保護
者同伴

100円
(入園料・駐車料は
別途)

10:30～12:00
13:30～15:00

まんのう公園
自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannoupark.jp/

16 5/5(日祝) 五色台自然楽校 かがわ自然観察会 五色台ビジターセンター周
辺の森＆クラフトハウス

新緑の森を歩き、森づくり体験として
竹林の整備や、筍掘りをします。
午後からは、自然素材を使ってナチュ
ラルアートを作ります。

どなたでも 500円
持ち物：野外活動ができ
る服装、水筒、弁当、タ
オル、帽子、軍手

休暇村讃岐五色台
TEL:0877-47-0231

https://shizenkansatu.web.fc2.com/

17 5/6(月振)
里山自然観察会
「カエルとメダカのがっこう」 国営讃岐まんのう公園

国営讃岐まんのう公園
自然生態園

カエルとメダカをじっくりと観察しよ
う！ 一般

無料
(入園料・駐車料は
別途)

13:00～15:0
まんのう公園
自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannoupark.jp/

18 5/7(火)
遍路道を歩く
善通寺～道隆寺 高松市ハイキング協会 香川県 ハイキングをします。 会員 不要

19 5/11(土) 緑のフェスティバル 坂出市 市民広場

苗木の無料配布や緑化相談を行いま
す。
また、緑化募金に協力してくれた方に
抽選で鉢花等を配付します。

一般 無料 募金1口100円

坂出市花と緑のまちづくり推
進協議会事務局
(坂出市都市整備課内)
TEL:0877-44-5017

20 5/11(土)
春のトレッキング
中寺廃寺跡から大川山へ (一財)ことなみ振興公社 中寺廃寺跡駐車場から大川

山

讃岐平野や瀬戸内海までも見渡せる、
中寺廃寺展望台からの見晴らしは最
高。
お昼は大鍋付きです。

一般

大人2,500円、
小人1,000円
(保険代、昼食代等
を含む)

(一財)ことなみ振興公社
TEL:0877-56-0001

http://e-mikado.jp

21 5/11(土)
プロジェクト・ワイルド
自然発見塾

国営讃岐まんのう公園 国営讃岐まんのう公園
自然生態園

野生の生きもののくらしを、楽しく学
ぼう！

一般
100円
(入園料・駐車料は
別途)

13:00～14:30
まんのう公園
自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannoupark.jp/
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高
知
県

1
4/15(月)～
5/14(火)

横倉山トレッキングツアー 越知町観光協会 越知町横倉山 神秘的な山の風景や歴史が残る横倉山
を、ぜひ一度訪れてみてください。

一般
(小学生未満は保護
者同伴)

大人2,600円、
小学生未満500円

越知町観光協会
TEL:0889-26-1004

http://www.ochi-kankou.jp/


