
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

岐
阜
県

1
4/27(土)・

28(日)
花と緑のふれあい展 花と緑のふれあい展実行

委員会
大垣市郭町2-53
大垣公園

楽しみながら広く花と緑に親しんでい
ただく機会を創出し、緑化意識の高揚
を図ります。

どなたでも 無料 講習会参加は有料
定員あり

大垣市都市施設課
TEL:0584-47-8409

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

2 5/3(金祝) 赤坂東藤まつり 赤坂東部藤まつり実行委
員会

大垣市草道島北出口40-1
赤坂スポーツ公園

赤坂スポーツ公園のフジの美しさを広
くPRし、緑化意識の高揚を図ります。 どなたでも 無料

大垣市都市施設課
TEL:0584-47-8409

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

静
岡
県

1 4/15(月)
天皇陛下御在位三十年記念植樹
(コンテナ苗植栽技術研修会)

静岡県、
静岡県山林協会、
敷地外4ヶ字財産区

磐田市敷地
天皇陛下御在位三十年を記念して、植
林の新技術である「コンテナ苗」を植
栽します。

中学生以上 無料
定員19名
要事前申込

静岡県中遠農林事務所
TEL:0538-37-2301

http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/
sa-760/documents/kontena.pdf

2
4/28(日)～29(月

祝)
ちょっといい春感じませんか

朝霧野外活動センター
(指定管理者：日本キャ
ンプ協会グループ)

富士宮市
朝霧野外活動センター

ハイキング・プラネタリウム・クラフ
トなどの体験活動を通じて家族や小グ
ループでの親睦を深め、初春の朝霧高
原の自然とふれあう2日間を過ごせるイ
ベントです。

未成年の子どもを
含む家族・グルー
プ

高校生以上5,000
円、
3歳～中学生3,800
円、
2歳以下500円

定員 125名
要事前申込           
詳細はHP参照

朝霧野外活動センター 
TEL:0544-52-0321

http://asagiri.camping.or.jp

1
4/20(土)・
4/21(日)

ヨモギを摘んでおもちつき 岡崎市こども自然遊びの
森「わんPark」

岡崎市こども自然遊びの森
「わんPark」

敷地内のヨモギを摘む体験と、ヨモギ
を使って餅づくりをします。

3歳以上の親子 無料 各日定員15組(先着)
岡崎市こども自然遊びの森
「わんPark」
TEL:0564-82-3511

https://okazaki-kanko.jp/mizutomidori/
wanpark/program/2318

2 4/20(土)
植物観察会
「食べられる植物を探してみよ
う」

愛知植物の会 おかざき自然体験の森 講師指導のもと、食べられる野草を探
し、簡単な調理をします。 どなたでも 100円 定員20名(先着)

おかざき自然体験の森
TEL:0564-45-5544

https://okazaki-kanko.jp/mizutomidori/
shizen-taiken/program/271

3 4/20(土) 木々の芽吹き 猿投の森づくりの会 やまじの森
猿投山北西ふもと

やまじの森を歩き、木々の芽吹きを感
じる観察会です。 一般 無料 詳細は要問合せ

猿投の森づくりの会
TEL:090-2550-0340
MAIL:zukasamakatsuoo@yah
oo.co.jp

http://sanagenomori.doorblog.jp/

4
4/20(土)・29(月
祝)、5/5(日
祝)・26(土)

茶臼山高原の山菜を天ぷらや草も
ちにして食べよう グリーンステージ花の木 グリーンステージ花の木

春の山菜を摘み取り、その場で天ぷら
にして味わえます!!
つきたてのお餅も堪能できます!!

一般
中学生以上3,700
円、
3歳～小学生1,600円

要事前申込
締切4/14(日)

豊根村観光協会
TEL:0536-87-2525

http://www.toyonemura-kanko.jp/

5 4/20(土)
空色のイス型プランターの寄せ植
え

大野極楽寺公園管理事務
所 大野極楽寺公園管理棟 イス型のプランターに、草花を寄せ植

えします。 一般 4,000円 各回定員15名(AM・PM)
要事前申込

大野極楽寺公園管理事務所
TEL:0586-51-3015

http://www.ohnogokurakujikouen.jp/

6 4/21(日) 天空の道トレッキング 岡崎市ホタル学校 岡崎市ホタル学校 近年、新規で開拓した登山コースを歩
きます。 どなたでも 無料 定員20名(先着)

岡崎市ホタル学校
TEL:0564-82-3027

https://okazaki-kanko.jp/mizutomidori/
hotarunosato/program/2448

7 4/21(日) 第1回探鳥会 (公財)愛知公園協会 弥富市
弥富野鳥園

園内保護地でガイドと一緒に野鳥観察
をします。
2kmのコースを2時間歩きます。

一般 無料
歩きやすい服装、長靴か
運動靴

弥富野鳥園
TEL:0567-68-2338

http://www.aichi-park.or.jp/yachou/

8 4/27(土) バードウォッチング 岡崎野鳥の会 おかざき自然体験の森 初心者向けの野鳥観察会を定期的に開
催しています。

どなたでも 無料 定員30名(先着)
おかざき自然体験の森
TEL:0564-45-5544

https://okazaki-kanko.jp/mizutomidori/
shizen-taiken/program/262

9 4/27(土) はるさんぽ
～岩屋堂春の自然観察～ 瀬戸市 岩屋堂 岩屋堂の森を歩きながら、花や虫を観

察し、春を体感します。

市在住・在勤・在
学者、
一般

無料 詳細はHP参照 瀬戸市環境課
TEL:0561-88-2670

http://www.city.seto.aichi.jp/
soshiki/kankyouka/

10
4/27(土)、
5/4(土祝)

星空観察会 豊根村観光協会 休暇村茶臼山高原
星空案内人と楽しく学べ、実際に望遠
鏡での観察ができます。
予約不要・無料で参加頂けます!!

一般 無料 予約不要
6/15(土)にも実施

豊根村観光協会
TEL:0536-87-2525

http://www.toyonemura-kanko.jp/

http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-760/documents/kontena.pdf
http://asagiri.camping.or.jp/
https://okazaki-kanko.jp/mizutomidori/wanpark/program/2318
https://okazaki-kanko.jp/mizutomidori/shizen-taiken/program/271
http://sanagenomori.doorblog.jp/
http://www.ohnogokurakujikouen.jp/
https://okazaki-kanko.jp/mizutomidori/hotarunosato/program/2448
http://www.aichi-park.or.jp/yachou/
https://okazaki-kanko.jp/mizutomidori/shizen-taiken/program/262
http://www.city.seto.aichi.jp/soshiki/kankyouka/


愛
知
県

11
4/27(土)～
5/6(月振)

モリコロパーク「もりの学舎」
ゴールデンウィーク特別企画

愛知県 愛・地球博記念公園内
もりの学舎

「もりのツアー」や自然素材を使った
工作教室「あそび工房」の他、ゴール
デンウィークの特別プログラムを行い
ます。

一般 無料 詳細はHP参照
4月中旬頃に掲載

もりの学舎
TEL:0561-61-2315

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kankyokatsudo/h31gw.html

12 4/28(日) 八十八夜のお茶摘み体験 おかざき自然体験の森 おかざき自然体験の森 定期的に手入れをしている敷地内のお
茶畑で、お茶摘み体験をします。 どなたでも 無料 定員20名(先着)

おかざき自然体験の森
TEL:0564-45-5544

https://okazaki-kanko.jp/mizutomidori/
shizen-taiken/program/260

13 4/28(日) 昆虫調査隊！春 大野極楽寺公園管理事務
所 大野極楽寺公園野鳥園他 公園内に生息する昆虫の調査を行いま

す。
小学生以下とその
保護者

100円 各回定員50名(AM・PM)
要事前申込

大野極楽寺公園管理事務所
TEL:0586-51-3015

http://www.ohnogokurakujikouen.jp/

14 4/29(月祝)
親子で野遊びしよう
春編 豊田市自然観察の森 豊田市自然観察の森 野遊びしながら、親子でゆっくりと森

を歩きます。 未就学児と親 100円 定員20名(先着)
要事前申込

豊田市自然観察の森
TEL:0565-88-1310

http://www.toyota-kansatsu.com/

15
4/29(月祝)～

5/5(日祝)
第9回緑と花のフェスティバル 春日井市、

春日井市教育委員会 春日井市都市緑化植物園

東部丘陵の豊かな自然の中、「緑と
花」をテーマに、ガーデニング教室・
コンサート・こども広場等を行いま
す。

小学生以上 入園無料
一部有料 詳細はHP参照 春日井市都市緑化植物園

TEL:0568-92-8711
http://www.city.kasugai.lg.jp/shisetsu/
syokubutsuen/index.html

16 5/3（金） はじめてのもりさんぽ
春編 豊田市自然観察の森 豊田市自然観察の森 じっくり、ゆっくり、あそびながら、

もりをおさんぽします。 未就学児と親 100円
定員20名(先着)
要事前申込

豊田市自然観察の森
TEL:0565-88-1310

http://www.toyota-kansatsu.com/

17
5/3（金）～

5(日祝)
2019いちのみやリバーサイドフェ
スティバル

いちのみやリバーサイド
フェスティバル運営協議
会

国営木曽三川公園
138タワーパーク

ゴールデンウィークのイベントとし
て、テーマを『はたらくクルマ大集
合！』として開催します。
同時に、苗木・花苗の販売や配布も行
います。

一般 無料
一宮市公園緑地課緑化グルー
プ
TEL:0586-28-8636

http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/

18 5/4（土） わくわくいっぱい！
春の森へおいでよ あいち海上の森センター 海上の森 親子で春の海上の森を歩きます。

小学生・年少以上
の園児
(保護者同伴)

無料
(保険料50円)

詳細はHP参照 あいち海上の森センター
0561-86-0606

http://www.pref.aichi.jp/kaisho/

19 5/4（土） 森のおはなし会 豊田市自然観察の森 豊田市自然観察の森
「みどりの森がよんでるよ」をテーマ
に、絵本の読み聞かせと散歩会を行い
ます。

親子、
一般 無料 定員なし、申込不要

豊田市自然観察の森
TEL:0565-88-1310

http://www.toyota-kansatsu.com/

20 5/4（土） 木になるクイズ！ 大野極楽寺公園管理事務
所

138タワーパーク
リバーサイドフェスティバ
ル会場周辺

樹木に関するクイズを木に掲示し、全
問正解者には景品をプレゼントしま
す。

一般 無料 定員150名程度予定
大野極楽寺公園管理事務所
TEL:0586-51-3015

http://www.ohnogokurakujikouen.jp/

21 5/5(日祝) 自然ウォッチング NPO法人海上の森の会 海上の森
海上の森の自然を実際に見て触れて、
その時々の海上の森の自然を満喫しま
す。

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

無料
詳細はHP参照
6月以降も毎月第1日曜日
に開催

NPO法人海上の森の会
TEL:0561-21-9298

http://kaishonomori.com/

22 5/5(日祝) 森あそび
～どろんこで遊ぼう～ 豊田市自然観察の森 豊田市自然観察の森 田植え前の田んぼで、泥んこになって

遊びます 親子 100円 定員30名(先着)
要事前申込

豊田市自然観察の森
TEL:0565-88-1310

http://www.toyota-kansatsu.com/

23 5/5(日祝) 第2回ミニ探鳥会 (公財)愛知公園協会 弥富市
弥富野鳥園

園内保護地でガイドと一緒に、野鳥観
察をします。
1kmのコースを1時間歩きます。

一般 無料 歩きやすい服装、長靴か
運動靴

弥富野鳥園
TEL:0567-68-2338

http://www.aichi-park.or.jp/yachou/

24 5/6(月振) 探鳥会 名古屋市野鳥観察館 名古屋市港区
名古屋市野鳥観察館

稲永公園及び庄内川河口の野鳥を観察
します。

一般 無料 定員30名
要事前申込

名古屋市野鳥観察館
TEL:052-381-0160

http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/
19-8-4-2-12-0-0-0-0-0.html

25 5/11(土) わくわく工作教室 津島児童科学館 津島児童科学館
不用品を活用して工作、ゲーム(積み重
ねゲーム)を行います。

小学生以下
(保護者同伴)

無料
13:30～15:00
定員20名
要事前申込

津島児童科学館
TEL:0567-24-8743

26 5/11(土) 春の星空教室 津島児童科学館 津島児童科学館 春の星座の解説を聞き、惑星や星空を
実際に観察します。

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

無料
19:00～20:30
定員60名
要事前申込

津島児童科学館
TEL:0567-24-8743

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/h31gw.html
https://okazaki-kanko.jp/mizutomidori/shizen-taiken/program/260
http://www.ohnogokurakujikouen.jp/
http://www.toyota-kansatsu.com/
http://www.city.kasugai.lg.jp/shisetsu/syokubutsuen/index.html
http://www.toyota-kansatsu.com/
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/
http://www.pref.aichi.jp/kaisho/
http://www.toyota-kansatsu.com/
http://www.toyota-kansatsu.com/
http://www.aichi-park.or.jp/yachou/
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/19-8-4-2-12-0-0-0-0-0.html


27 5/11(土) ヒメボタルに会おう 東浦町 東浦町郷土資料館(うのはな
館)駐車場

ホタルと言えば水辺ですが、山にもホ
タルがいます。
チカチカと光る小さなホタルを見てみ
よう。

一般 無料
持ち物：長袖、長ズボ
ン、懐中電灯(ライト)、
運動靴

東浦町環境課
TEL:0562-83-3111(内線282)

http://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/
soshiki/kankyo/kankyohozen/gyomu/
torikumi/kansatsukai/1452566821458.html

28 5/11(土) こどもの森フェス2019
NPO法人もりの学舎自
然学校

愛・地球博記念公園
モリコロパーク

モリコロパーク内の森で、アート作品
作りやスタンプラリーをはじめ、様々
な自然体験ができます。

一般 無料
東京海上日動火災保険
（株）協賛
詳細はHP参照

もりの学舎
TEL:0561-61-2315

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kankyokatsudo/genki6.html

29

5/12(日)、
6/16(日)、
9/22(日)、
11/17(日)

田んぼオーナー 茶臼の里合同会社 豊根村内
年5回、田植え、草取り、稲刈り、地
酒作り体験、収穫祭を通して田んぼの
管理を行います。

一般 33,000円/1口
要事前申込、応募締切
4/25

豊根村観光協会
TEL:0536-87-2525

http://www.toyonemura-kanko.jp/

三
重
県

1 4/20(土)
五ヶ所湾の絶景！
龍仙山に登ろう

伊勢志摩国立公園自然ふ
れあい推進協議会

三重県度会郡南伊勢町
龍仙山(伊勢志摩国立公園)

ミカンの花の香る道、雑木林の道、植
林の美しい道と変化のあるコースを歩
きます。

小学生以上
大人200円、
小人100円

弁当持参
雨天中止

横山ビジターセンター
TEL:0599-44-0567

http://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/

2 5/4(土祝) 森の学校 みえ森づくりサポートセ
ンター

津市
朝津味

ミエトイキャラバンと木工クラフトを
行います。 一般 無料

みえ森づくりサポートセンタ
ー
TEL:059-261-1223

http://www.zc.ztv.ne.jp/miemori/index.html

3 5/5(日祝) 森の学校 みえ森づくりサポートセ
ンター

大紀町
ひのき屋

ミエトイキャラバンと木工クラフトを
行います。 一般 無料

みえ森づくりサポートセンタ
ー
TEL:059-261-1223

http://www.zc.ztv.ne.jp/miemori/index.html

http://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyohozen/gyomu/torikumi/kansatsukai/1452566821458.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/genki6.html
http://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/
http://www.zc.ztv.ne.jp/miemori/index.html
http://www.zc.ztv.ne.jp/miemori/index.html

