
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

青
森
県

1
4/20(土)～
4/30(火休)

黒石さくらまつり (一社)黒石観光協会 黒石市東(あずま)公園さく
ら山

期間中は様々なイベントが開催され、
家族連れや花見客で賑わいます。 一般 無料

(一社)黒石観光協会
TEL:0172-52-3488

https://kuroishi.or.jp/event/spring/
sakuramaturi

2
4/20(土)～

5/14(火)の土
日・祝日

鮫角灯台一般開放 八戸市 鮫角灯台
「日本の灯台50選」に選ばれている鮫
角灯台に登ることができ、種差海岸の
絶景を楽しめます。

一般 無料
9:00～16:00
10/27(日)の土日・祝日(夏
休みは毎日)まで開催

八戸シーガルビューホテル
TEL:0178-33-3636

https://hachinohe-kanko.com/1838

3 4/21(日) 春の山野草観賞会
市民の森不習岳指定管理
者　ユニバーサルパー
ク・ネットワーク

青森県八戸市
市民の森不習岳

講師と林間歩道を散策しながら、春の
山野草を観賞します。 一般

500円
(昼食・保険代)

定員50名
花苗のプレゼントあり

ユニバーサルパーク・ネット
ワーク
TEL:0178-83-2146

4 4/27(土) 市民の森アウトドアクッキング 八戸市緑化推進委員会 青森県八戸市
市民の森不習岳

講師の指導を受けながら、キャンプ場
でアウトドアクッキングを行います。 一般

500円
(食材・保険代)

定員8組（1組4名程度）
八戸市緑化推進委員会
TEL:0178-43-9052

5
5/10(金)～
5/12(日)

黒石緑化まつり 黒石市農林課 御幸公園
花苗や苗木を販売し、屋台も出店する
ほか、先着で苗木の無料配布も行って
います。

一般 無料
黒石市農林課
TEL:0172-52-2111(内線657)

6 5/11(土) 春の山野草観察会 青森市森林博物館 青森県立自然ふれあいセン
ター

米田豊さん（津軽植物の会）を講師に
迎え青森の春の山野草を観察します。

一般 無料 ハガキで事前申込要（詳
細は問い合わせ先へ）

青森市森林博物館
TEL:017-766-7800

http://www.aomori-
shi.shinrinhakubutsukan.jp/

7 5/12(日) 新緑を楽しもう
市民の森不習岳指定管理
者　ユニバーサルパー
ク・ネットワーク

青森県八戸市
市民の森不習岳

林間歩道を散策しながら、不習岳に自
生する樹木の説明を受け、新緑を楽し
みます。

一般
650円
(昼食・保険代)

定員50名
ユニバーサルパーク・ネット
ワーク
TEL:0178-83-2146

岩
手
県

1 4/21(日)
定例森の観察会
植物の不思議探検隊 岩手県滝沢森林公園 岩手県滝沢森林公園

森林の春の様子を専門の講師と一緒に
巡ります。 どなたでも 無料

岩手県滝沢森林公園
TEL:019-688-5522

https://www.koiwai.co.jp/shiteikanri/
takizawa_fp/index.html

2 4/25(木)
もりおか近郊自然歩道を散策しよ
う！ 盛岡市環境企画課 もりおか近郊自然歩道（北

山散策路）
もりおか近郊自然歩道を自然観察しな
がら５km程度歩きます。 一般 28円

（保険料）
詳細はHP参照(環境部ウ
ェブサイト)

盛岡市環境企画課
TEL:019-626-3754

kankyou@city.morioka.iwate.jp

3
4/27(土)～
5/12(日)

バードカービング教室作品展
～開園30周年行事～ 岩手県滝沢森林森林公園 岩手県滝沢森林公園

開園以来開催の人気行事です。
参加者のみなさまの力作を展示しま
す。

どなたでも 無料
岩手県滝沢森林公園
TEL:019-688-5522

https://www.koiwai.co.jp/shiteikanri/
takizawa_fp/index.html

4 5/3(金祝) ゴールデンウイーク探鳥会 岩手県滝沢森林公園
日本野鳥の会もりおか 岩手県滝沢森林公園 さえずりのシャワーを浴びながら、輝

く夏鳥を観察します。 どなたでも 無料
岩手県滝沢森林公園
TEL:019-688-5522

https://www.koiwai.co.jp/shiteikanri/
takizawa_fp/index.html

5 5/5(日祝) アウトドア・イン区界～春の巻～ 盛岡市教育委員会 区界高原少年自然の家
兜明神岳登山，山野草や山菜の観察を
します。

小中学生とその家
族

1,300円 詳細はHP参照 区界高原少年自然の家
TEL:0193-77-2048

http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/
kokyoshisetsu/taiken/kuzakai/
1000871.html

6 5/8(水)
もりおか近郊自然歩道を散策しよ
う！

盛岡市環境企画課 もりおか近郊自然歩道（二
ツ森コース）

もりおか近郊自然歩道を自然観察しな
がら５km程度歩きます。 一般

82円
(保険料)

詳細はHP参照(環境部ウ
ェブサイト)

盛岡市環境企画課
TEL:019-626-3754

kankyou@city.morioka.iwate.jp

https://kuroishi.or.jp/event/spring/sakuramaturi
https://hachinohe-kanko.com/1838
http://www.aomori-shi.shinrinhakubutsukan.jp/
mailto:kankyou@city.morioka.iwate.jp
mailto:kankyou@city.morioka.iwate.jp


7
5/9(木)～
5/14(火)

企画展「緑と水と自然」 久慈市立図書館 岩手県久慈市
久慈市立図書館

森林や川、身近な自然に関する本を通
して、環境を考える企画展です。 一般 無料 5/30(木)まで開催 久慈市立図書館

TEL:0194-53-4605
http://kuji-library.sakura.ne.jp

8 5/11(土)
みちのく潮風トレイル開通記念　
岩泉町・宮古市トレッキング

浄土ヶ浜ビジターセンタ
ー運営協議会

宮古市摂待地区～岩泉町小
本地区
(三陸復興国立公園)

岩泉町・宮古市区間のみちのく潮風ト
レイルを歩きます。

健脚者 無料 順延日：5/12(日)
浄土ヶ浜ビジターセンター
TEL:0193-65－1690

http://jodogahama-vc.jp/

9 5/11(土) バードカービング教室 岩手県滝沢森林森林公園 岩手県滝沢森林公園 お気に入りの野鳥を木彫りで作りま
す。 小学4年以上 参加費500円

材料費1,000円
岩手県滝沢森林公園
TEL:019-688-5522

https://www.koiwai.co.jp/shiteikanri/
takizawa_fp/index.html

1
4/20(土)～

21(日)
リックファミリーキャンプvol.1 国立花山青少年自然の家 国立花山青少年自然の家 親子で自然体験や交流体験を行う事業

です。 青少年を含む家族

小学生以上2,000
円、
4歳以上の未就学児
1,500円、
4歳未満500円

申込の際は、予めリック
ファミリークラブへの入
会要。
入会申込フォーム：
https://www.niye.go.jp/
entry/app/event/apply/
832/?ref=ja

国立花山青少年自然の家
TEL:0228-56-2311

https://hanayama.niye.go.jp/

2 4/20(土) 春のしぜんあそび (公財)仙台市公園緑地協
会

青葉の森緑地
未就学児向けの自然遊び体験会。
森の中をお散歩したり草花遊びや簡単
な工作を楽しんだりします。

3歳以上の未就学
児とその保護者15
名

無料 要事前申込：4/9(火)9:00
から電話受付。

青葉の森管理センター
TEL:022-263-2101

http://sendai-park.or.jp/web/info/
aobanomori/index.html 

3 4/20(土) 森のパン焼き教室 NPO法人ウイザス 松島町野外活動センター 山のロッジで簡単なパンの調理を学び
ます。 一般 未定 要事前申込

松島町野外活動センター
TEL:022-353-3910

―

4 4/21(日) 野鳥の森ハイキング ことりはうす ことりはうす 野鳥、花々や草木を楽しみながら、野
鳥の森を歩きます。 一般 200円 歩きやすい服装 ことりはうす

TEL:0224-34-1882
http://mifi.main.jp/kotori/shisetsu.html

5
4/21(日)

①10:00～12:00　
②13:30～15:30

自然観察会「焼河原の化石」 仙台市科学館 仙台市泉区焼河原 泉区焼河原付近に分布する竜の口層の
観察と化石採集を行います。

小学3年生以上(小
学生は保護者同伴)

無料

各回定員40名(保護者含
む)
雨天中止
詳細はHP参照

仙台市科学館
TEL:022-276-2201

http://www.kagakukan.sendai-c.ed.jp

6

4/21(日)・
28(日)、

5/5(日祝)・
12(日)

ガイドウォーク
(公財)仙台市公園緑地協
会 仙台市太白山自然観察の森

レンジャーと一緒に森を歩いて、森の
自然や、生き物たちを観察します。
お気軽にご参加ください。

一般 無料 歩きやすい服装
自然観察センター
TEL:022-244-6115

http://sendai-park.or.jp/web/info/
taihakusan/index.html　

7 4/27(土) 蔵王トレッキング（青麻山） ことりはうす 青麻山 新緑の青麻山を歩きます。 一般 1,000円 中学生以上 ことりはうす
TEL:0224-34-1882

http://mifi.main.jp/kotori/shisetsu.html

8 4/28(日) 子どもハイキング ことりはうす ことりはうす
子どもを中心とした野鳥の森の散策に
出かけましょう。 一般 200円 歩きやすい服装

ことりはうす
TEL:0224-34-1882

http://mifi.main.jp/kotori/shisetsu.html

9 4/28(日) 早春の自然観察と巣箱作りに挑戦 こもれびの森森林科学館 森林科学館
早春の山野草を観察します。
春を感じた後、巣箱作りに挑戦しま
す。

一般 300円
材料費500円
持ち物：昼食、野外活動
できる服装

森林科学館
TEL:0228-56-2330

http://mifi.main.jp/komorebi.htm

10 4/29(月祝) 野鳥の森ハイキング ことりはうす ことりはうす
野鳥、花々や草木を楽しみながら、野
鳥の森を歩きます。 一般 200円 歩きやすい服装

ことりはうす
TEL:0224-34-1882

http://mifi.main.jp/kotori/shisetsu.html

11 4/29(月祝) 太白山の春をたずねて (公財)仙台市公園緑地協
会

仙台市太白山自然観察の森
～太白山

自然観察を楽しみながら太白山に登り
ます。 一般 無料 定員20名

要事前申込
自然観察センター
TEL:022-244-6115

http://sendai-park.or.jp/web/info/
taihakusan/index.html　

http://kuji-library.sakura.ne.jp/
http://jodogahama-vc.jp/


宮
城
県

12 5/2(木休) 野鳥の森ハイキング ことりはうす ことりはうす 野鳥、花々や草木を楽しみながら、野
鳥の森を歩きます。 一般 200円 歩きやすい服装 ことりはうす

TEL:0224-34-1882
http://mifi.main.jp/kotori/shisetsu.html

13
5/3(金祝)・4(土
祝)・6(月振)

ゴールテンウィーク
特別ガイドウォーク

(公財)仙台市公園緑地協
会

仙台市太白山自然観察の森 新緑の雑木林をレンジャーの案内で歩
きます。 一般 無料 歩きやすい服装 自然観察センター

TEL:022-244-6115
http://sendai-park.or.jp/web/info/
taihakusan/index.html　

14 5/3(金祝) 森の恵み観察会 ことりはうす ことりはうす
野鳥の森内の野草を観察した後、市販
の山菜を試食します。 一般 500円 歩きやすい服装

ことりはうす
TEL:0224-34-1882

http://mifi.main.jp/kotori/shisetsu.html

15 5/4(木祝) 野鳥の森ハイキング ことりはうす ことりはうす 野鳥、花々や草木を楽しみながら、野
鳥の森を歩きます。 一般 200円 歩きやすい服装 ことりはうす

TEL:0224-34-1882
http://mifi.main.jp/kotori/shisetsu.html

16
5/4(土祝)
～5(日祝)

リックファミリーキャンプvol.2 国立花山青少年自然の家 国立花山青少年自然の家 親子で自然体験や交流体験を行う事業
です。 青少年を含む家族

小学生以上2,000
円、
4歳以上の未就学児
1,500円、
4歳未満500円

申込の際は、予めリック
ファミリークラブへの入
会要。
入会申込フォーム：
https://www.niye.go.jp/
entry/app/event/apply/
832/?ref=ja

国立花山青少年自然の家
TEL:0228-56-2311

https://hanayama.niye.go.jp/

17 5/5(日祝) お手軽木工 ことりはうす ことりはうす
ミニ椅子や道具箱など簡単な木工品を
作ります。 一般 500円～ 動きやすい服装

ことりはうす
TEL:0224-34-1882

http://mifi.main.jp/kotori/shisetsu.html

18 5/6(月振) 野鳥の森ハイキング ことりはうす ことりはうす 野鳥、花々や草木を楽しみながら、野
鳥の森を歩きます。 一般 200円 歩きやすい服装 ことりはうす

TEL:0224-34-1882
http://mifi.main.jp/kotori/shisetsu.html

19 5/9(木) 新緑観察会 昭和万葉の森 昭和万葉の森　園内
青葉・若葉の中でツツジ類を鑑賞しま
す。 一般 200円 定員20名

歩きやすい服装
昭和万葉の森
TEL:022-345-4623

http://ohira-manyo.co.jp/mori.html

20 5/11(土) お手軽木工 ことりはうす ことりはうす ミニ椅子や道具箱など簡単な木工品を
作ります。 一般 500円～ 動きやすい服装 ことりはうす

TEL:0224-34-1882
http://mifi.main.jp/kotori/shisetsu.html

21 5/11(土) おはよう野鳥かんさつ
(公財)仙台市公園緑地協
会 仙台市太白山自然観察の森

新緑の雑木林で野鳥観察を楽しみま
す。 一般 無料 歩きやすい服装

自然観察センター
TEL:022-244-6115

http://sendai-park.or.jp/web/info/
taihakusan/index.html　

22 5/12(日) ランチトレッキング ことりはうす ことりはうす 野鳥の森を散策した後、ペンション等
でランチを取ります。 一般 1,500円 歩きやすい服装 ことりはうす

TEL:0224-34-1882
http://mifi.main.jp/kotori/shisetsu.html

23 5/12(日) 新緑の深山に登ろう
山元町教育委員会
（深山山麓少年の森）

深山山麓少年の森
深山自然観察路

自然散策路を散策しながら、深山の自
然とふれあいます。 一般

100円
(保険料)

山登りを伴うため、歩き
やすい服装

生涯学習課
TEL:0223－37－5116

4月以降に掲載

24 5/12(日)
新緑の一桧山(いっぴつやま)を歩き
ましょう こもれびの森森林科学館 森林科学館・一桧山 新緑の季節を感じながら、一桧山の自

然あふれる林道を歩きます。 一般 600円 持ち物：昼食、野外活動
できる服装

森林科学館
TEL:0228-56-2330

http://mifi.main.jp/komorebi.htm

1
4/27(土)～29(月

祝)
チャレンジキャンプ春 秋田県立岩城少年自然の

家
岩城少年自然の家
仁賀保高原

仁賀保高原でテント泊を行い、付近で
できるサイクリングや獅子ヶ鼻湿原で
の自然観察を行います。

小学3年～中学生 5,000円程度 詳細はHP参照 岩城少年自然の家
TEL:0184-74-2011

http://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/
iwaki-sizen

http://mifi.main.jp/kotori/shisetsu.html
http://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/iwaki-sizen


秋
田
県

2 5/6(月振) 春の鳳凰山登山 秋田県立大館少年自然の
家 秋田県大館市 鳳凰山の自然を楽しみ、登山を通して

参加者間の交流を深めます。 一般 無料 歩きやすい服装
詳細はHP参照

大館少年自然の家
TEL:0186-43-3174

http://www.pref.akita.lg.jp/oodate-sizen/

3 5/8(水) 春の花めぐり十和田湖西岸 自然公園財団十和田支部
秋田県鹿角郡小坂町
十和田湖西岸
(十和田八幡平国立公園)

スプリングエフェメラルと呼ばれてい
る早春の花、オトメエンゴサクの群落
などを観察します。

一般 3,000円
自然公園財団十和田支部
TEL:0176-75-2368

http://www.env.go.jp/park/towada/

4 5/11(土) 春登山 保呂羽山少年自然の家 秋田県横手市大森町保呂羽
山

秋田県南部にある山々に、四季折々の
自然を楽しみながら登山します。

一般 無料 要事前申込
詳細はHP参照

保呂羽山少年自然の家
TEL:0182-26-6011

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/
horowa-sizen

5 5/11(土) キッズキャンプ春
秋田県立岩城少年自然の
家 岩城少年自然の家

春の自然に触れながら野外活動を行
い、楽しみながら協調性や社会性を身
に付けます。

幼児(年中)～小学2
年

300円程度 詳細はHP参照 岩城少年自然の家
TEL:0184-74-2011

http://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/
iwaki-sizen

山
形
県

1
4/15(月)～

5/14(火)の毎日 毎日ウォーキング 上山市 上山市内各所

ドイツで実施されている気候性地形療
法を取り入れた里山歩きです。
専門ガイドが楽しく安全なウォーキン
グをサポートします。

どなたでも可
市民無料、市外
1,000円～

歩きやすい靴、温度調節
がしやすく脱ぎ着しやす
い服装。
通年で実施。

上山市役所クアオルト推進室
内
TEL:023-672-1111(226)

http://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/
site/kurort/

2
4/15(月)～

5/14(火)の毎日 空色・暮色ウォーキング 上山市観光物産協会 西山

ヘルスツーリズム認証を受けた観光客
向けの健康ウォーキングです。
専門ガイドが楽しく安全なウォーキン
グをサポートします。

どなたでも可 3,000円～

予約制2名～
歩きやすい靴、温度調節
がしやすく脱ぎ着しやす
い服装。
通年で実施。

上山市観光物産協会
TEL:023-672-0839

http://kaminoyama-spa.com/

3 4/17(水) 早春のフラワートレッキング 月山ビジターセンター運
営協議会 荒倉山 油戸集落から由良集落まで、野草を観

察しながらトレッキングします。 一般 1,200円、
子供無料

4/14(日)にも実施 月山ビジターセンター
TEL:0235-62-4321

https://gassan.jp/

4 4/20(土) 春を感じるさえづり観察会 月山ビジターセンター運
営協議会 大山公園 鳥たちの恋のささやきを聞きながら、

散策します。 一般 100円、
子供無料

イヌワシ未来館共催事業 月山ビジターセンター
TEL:0235-62-4321

https://gassan.jp/

5 4/20(土) 春を感じるさえずり観察会
月山ビジターセンター
(共催：猛禽類保護セン
ター活用協議会）

高館山周辺 高館山周辺を散策し、野鳥を観察しま
す。 小学生以上 大人100円 猛禽類保護センター

TEL:0234-64-4681
http://www.raptor-c.com

6 4/21(日) 庄内アルプスを歩こう 月山ビジターセンター運
営協議会

庄内海浜県立自然公園 八森山～荒倉山をとおり、由良集落ま
でトレッキングします。

一般 1,200円、
子供500円

月山ビジターセンター
TEL:0235-62-4321

https://gassan.jp/

7
4/30(火休)～

5/4(土祝)
てくてく観察会 月山ビジターセンター運

営協議会
月山ビジターセンター周辺
(磐梯朝日国立公園)

ビジター周辺の自然観察会です。 一般 無料 月山ビジターセンター
TEL:0235-62-4321

https://gassan.jp/

8
5/1(水祝)～

5/4(土祝)
クラフト体験 月山ビジターセンター運

営協議会
月山ビジターセンター周辺
(磐梯朝日国立公園)

GW中のクラフト体験。
桜の草木染や小枝の鉛筆作り等をしま
す。

一般 100円～500円 月山ビジターセンター
TEL:0235-62-4321

https://gassan.jp/

9
5/1(水祝)・5(日

祝)
よもぎ餅つき

月山ビジターセンター運
営協議会

月山ビジターセンター周辺
(磐梯朝日国立公園)

ヨモギのいっぱい入ったよもぎ餅をふ
るまいます。 一般 無料

持ち物：器など
有料で貸出あり

月山ビジターセンター
TEL:0235-62-4321

https://gassan.jp/

10
5/2(金休)～6(月

振)
体験プログラム 猛禽類保護センター活用

協議会
猛禽類保護センター
(鳥海国定公園)

蜜ろうそく作りとオーガニックハンド
クリーム作りをします。

一般 300円～400円 猛禽類保護センター
TEL:0234-64-4681

htto://www.raptor-c.com

11 5/8(水)・11(土) 新緑の新保岳トレッキング 月山ビジターセンター運
営協議会

村上市新保岳 新緑の一等三角点のある、新保岳トレ
ッキングです。

一般
2,500円、
子供1,500円

月山ビジターセンター
TEL:0235-62-4321

https://gassan.jp/

12 5/11(土) 春の草木染 月山ビジターセンター運
営協議会

月山ビジターセンター周辺
(磐梯朝日国立公園)

桜の枝から春色をいただき、スカーフ
大の布を染めます。

一般
2,000円、
子供1000円

月山ビジターセンター
TEL:0235-62-4321

https://gassan.jp/

http://www.pref.akita.lg.jp/oodate-sizen/
http://www.env.go.jp/park/towada/
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/horowa-sizen
http://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/iwaki-sizen
http://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/site/kurort/
http://kaminoyama-spa.com/
https://gassan.jp/
http://www.raptor-c.com/


13 5/12(日) ブナの新緑を楽しもう
月山ビジターセンター運
営協議会

田代谷地のブナ林をゆっく
り散策 ビジター周辺の自然観察会です。 一般

700円、
子供200円

月山ビジターセンター
TEL:0235-62-4321

https://gassan.jp/

福
島
県

1
4/15(月)～
5/6(月振)

霞ヶ城県立自然公園桜祭り及びラ
イトアップ にほんまつ観光協会 霞ヶ城県立自然公園

城跡を覆うように桜が咲き誇る「桜祭
り」を開催します。
期間中はライトアップも行われ、夜桜
も楽しめます。

どなたでも 無料
4/3(水)から開催
ライトアップは18:00～
22:00

にほんまつ観光協会
TEL:0243-24-5085

http//www.nihonmatsu-kanko.jp/？P=620


