
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

北
海
道

1 4/20(土) はまなすの丘景観保全作業 石狩市環境保全課 北海道石狩市
はまなすの丘公園

はまなすの丘公園の景観を保全するた
め、外来種や内陸性植物の除去を行い
ます。

一般 無料 4/18(木)締切
雨天中止

石狩市環境保全課
TEL:0133-72-3269

www.city.ishikari.hokkaido.jp/site/
kaihinsyokubutu/

2 4/20(土) 早春の湿原　野鳥観察会
釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道標茶町
シラルトロ湖・蝶の森周辺
（憩の家かや沼駐車場集
合）
(釧路湿原国立公園)

渡り鳥の中継地シラルトロ湖周辺で、
講師の解説を聞きながら野鳥観察を楽
しみます。

一般 無料

定員15名
要事前申込
集合：憩の家かや沼駐車
場

塘路湖エコミュージアムセン
ター
TEL:015-487-3003

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

3 4/21(日) 春採湖畔探鳥会 釧路市立博物館 北海道釧路市
春採公園

春採公園でみられる野鳥を観察しま
す。 一般 無料 歩きやすい服装

釧路市立博物館
TEL:0154-41-5809

https://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

4
4/27(土)～
5/6(月振)

春のウトナイ湖・ウォークラリー ウトナイ湖野生鳥獣保護
センター

ウトナイ湖野生鳥獣保護セ
ンター

観察路に設置された、春のウトナイ湖
に関するクイズに挑戦します。 一般 無料 申込不要

当日随時受付

苫小牧市役所
環境生活課
TEL:0144-32-6331

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/
shizen/shizenhogo/utonai/

5 4/28(日) かえるの観察 釧路市動物園 釧路市動物園
園内に生息するカエルやオタマジャク
シに触れて観察します。 親子 無料

定員：親子7組(先着順)
要事前予約

釧路市動物園
TEL:0154-56-2121

https://www.city.kushiro.lg.jp/zoo/

6 5/4(土祝) 春の湿原　野鳥観察会 釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道標茶町
シラルトロ湖・蝶の森周辺
(憩の家かや沼駐車場集合)
(釧路湿原国立公園)

フィールドを散策しながら繁殖のため
釧路湿原に渡って来た野鳥を観察しま
す。

一般 無料

定員15名
要事前申込
集合：憩の家かや沼駐車
場

塘路湖エコミュージアムセン
ター
TEL:015-487-3003

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

7 5/9(木) ハマナス Healthy タイム はまなすフェスティバル
実行委員会

北海道石狩市
石狩浜海浜植物保護センタ
ー

ハマナス再生の取組についてお話や、
ハマナス再生園の除草など保全作業を
行います。

一般 無料
定員20名
4/29(火祝)受付開始前日
までに申込要

石狩浜海浜植物保護センター
(火曜休館）
TEL:0133-60-6107

www.city.ishikari.hokkaido.jp/site/
kaihinsyokubutu/

8 5/12(日)
アイヌ民族が利用した植物
～春編～

釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道鶴居村
温根内ビジターセンター周
辺
(釧路湿原国立公園)

アイヌ民族が利用した植物を観察しな
がら、彼らの知恵を学びます。

一般 無料 定員15名
要事前申込

温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

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)

http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/site/kaihinsyokubutu/
http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/site/kaihinsyokubutu/
http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/
https://kuroishi.or.jp/event/spring/sakuramaturi
https://hachinohe-kanko.com/1838


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

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

―

http://www.aomori-shi.shinrinhakubutsukan.jp/
mailto:kankyou@city.morioka.iwate.jp
mailto:kankyou@city.morioka.iwate.jp
http://kuji-library.sakura.ne.jp/
http://jodogahama-vc.jp/


宮
城
県

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　

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

秋
田
県

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

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

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/

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


山
形
県

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/

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

1
4/15(月)～
5/14(火)

ふれあいの森無料ミニプログラム 那須平成の森フィールド
センター

栃木県・那須平成の森
(日光国立公園)

自然の中の楽しみ方や過ごし方を様々
な角度でご紹介します。
その日ごとや年齢に合わせて内容を変
更します。

一般 無料 詳細はHP参照
那須平成の森フィールドセン
ター
TEL:0287-74-6808

http://www.nasuheiseinomori.go.jp/program

2

4/19(金)～
21(日)、

4/27(土)～30(火
休)

インタープリターとあるく 那須平
成の森ガイドウォーク
「雪融けからはじまる春を感じよ
う」

那須平成の森フィールド
センター

栃木県・那須平成の森
(日光国立公園)

豊かな森をインタープリターとともに
歩くプログラムです。 小学生以上

有料(コースにより
異なる)

詳細はHP参照
日によって内容は異なる

那須平成の森フィールドセン
ター
TEL:0287-74-6808

http://www.nasuheiseinomori.go.jp/program

3 4/19(金) 野鳥の仮はく製ワークショップ 那須高原ビジターセンタ
ー

栃木県・那須高原ビジター
センター
(日光国立公園)

博物館でもよく使われる生物標本の保
存法「仮はく製」。
今回は野鳥で作成体験をします。

高校生以上 1,000円 詳細はHP参照 那須高原ビジターセンター
TEL:0287-74-2301

http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/

http://kaminoyama-spa.com/
https://gassan.jp/
http://www.raptor-c.com/
http://www.nasuheiseinomori.go.jp/program
http://www.nasuheiseinomori.go.jp/program
http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/


栃
木
県

4 4/20(土） やってみよう！
はじめてのデイキャンプ

たかはらの森管理グルー
プ県民の森管理事務所

栃木県矢板市
栃木県県民の森

県民の森キャンプ場で、初めてのデイ
キャンプに挑戦してみませんか？ 県内在住者 1組2,000円

要申込：3/18受付開始
先着6組（25名程度）

たかはらの森管理グループ県
民の森管理事務所
TEL:0287-43-0479

http://県民の森.tochigi.jp

5
4月中の土・
日・祝日

ENJOYクラフト4月 那須高原ビジターセンタ
ー

栃木県・那須高原ビジター
センター
(日光国立公園)

プラ板で作ろう那須甲子の自然♪
ネイチャーキーホルダー作り、葉っぱ
でスタンプ！エコバッグ作り

一般 300円 詳細はHP参照
那須高原ビジターセンター
TEL:0287-74-2301

http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/

6
4/27(土)～
5/6(月振)

GW特別企画
湯元周辺プチガイドツアー・クラ
フト

日光湯元ビジターセンタ
ー（自然公園財団日光支
部）

栃木県日光市
湯ノ湖・湯元温泉周辺
(日光国立公園)

今年のGWは最長10連休！
湯ノ湖・湯元周辺ガイドやクラフト等
のイベントを毎日実施します。

不特定多数 イベントによって異
なる

小雨決行
荒天中止

日光湯元ビジターセンター
TEL:0288-62-2321

http://www.nikkoyumoto-vc.com/

7
4/27(土)・

28(日)
ネイチャーウオーク大沼公園

日光国立公園
塩原温泉ビジターセンタ
ー

栃木県那須塩原市
塩原自然研究路
大沼公園

春一番！
小さな生き物たちが目覚める雪解けの
森を観察ハイキング。
2.5時間のショート散策プログラムで
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　

一般　　　　　　　　
家族連れ

500円

各回定員25名(先着)
要事前申込
詳細はHP参照　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

塩原温泉ビジターセンター
TEL:0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp/vc/

8
4/27(土)～
5/6(月振)

遊歩道の森自然散策
「芽吹きの森散策」
(10日間連日開催)

日光国立公園
塩原温泉ビジターセンタ
ー

栃木県那須塩原市
施設周辺の遊歩道  塩原渓
谷遊歩道、
塩原自然研究路（前山歩道
区間）

芽吹きの森・春の山野草咲く遊歩道
へ。
春の山野草や樹木の芽吹きを観察しな
がらの2時間程度のショート散策プロ
グラムです。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

一般　　　　　　　　
家族連れ　　　　　　
小学生以上

300円 各回定員20名(先着)
詳細はHP参照　　　　　

塩原温泉ビジターセンター
TEL:0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp/vc/

9 4/28(日)
春の野鳥観察
「さえずり散歩」

たかはらの森管理グルー
プ県民の森管理事務所

栃木県矢板市
栃木県県民の森

春の県民の森は、野鳥のコーラスに包
まれます。
野鳥の観察を通じて、自然の素晴しさ
を味わいます。

県内在住者 無料
要申込：3/25受付開始
先着30名

たかはらの森管理グループ県
民の森管理事務所
TEL:0287-43-0479

http://県民の森.tochigi.jp

10
4/28(日)、

5/4(土祝)・5(日
祝)・11(土)

 ミニガイドツアー
「野の花ガイドウォーク」

那須高原ビジターセンタ
ー

栃木県
八幡つつじ園地
(日光国立公園)

那須高原ビジターセンターのガイドス
タッフ(森林インストラクター)が、野
の花たちについてお話ししながら、ご
案内します。

一般 500円 詳細はHP参照 那須高原ビジターセンター
TEL:0287-74-2301

http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/

11 4/29(月祝) 奥日光バードウォッチング三昧 日光自然博物館 栃木県日光市
戦場ヶ原

渡来した夏鳥を楽しむ、初心者向けバ
ードウォッチングイベントです。

親子・一般 2,000円 定員20名程度
要事前申込

日光自然博物館
TEL:0288-55-0880

http://www.nikko-nsm.co.jp

12
5/1(水祝)・6(月
振)・11(土)・

12(日)

インタープリターとあるく 那須平
成の森ガイドウォーク
「ツツジの森で早春の小鳥を探そ
う」

那須平成の森フィールド
センター

栃木県・那須平成の森
(日光国立公園)

豊かな森をインタープリターとともに
歩くプログラムです。

小学生以上
有料(コースにより
異なる)

詳細はHP参照
日によって内容は異なる

那須平成の森フィールドセン
ター
TEL:0287-74-6808

http://www.nasuheiseinomori.go.jp/program

13
5/3(金祝)～6(月

振)

祝・ミシュラングリーンガイド掲
載　
「戦場ヶ原春のガイドウォーク」

日光自然博物館 栃木県日光市
戦場ヶ原

春の戦場ヶ原を楽しむガイドウォーク
です。 親子・一般 500円 定員20名程度(先着)

日光自然博物館
TEL:0288-55-0880

http://www.nikko-nsm.co.jp

14 5/3(金祝) たかはらツツジの森ツアー たかはらの森管理グルー
プ県民の森管理事務所

栃木県矢板市
栃木県県民の森

県内でも有数のツツジの群生地である
県民の森を、ガイドと共に散策しま
す。

県内外の小学生以
上

小学生900円、中学
生以上1500円

要事前申込、4/1受付開始
先着30名

たかはらの森管理グループ県
民の森管理事務所
TEL:0287-43-0479

http://県民の森.tochigi.jp

15
5月中の土・
日・祝日

ENJOYクラフト5月 那須高原ビジターセンタ
ー

栃木県・那須高原ビジター
センター
(日光国立公園)

プラ板ネイチャーキーホルダー作り、
那須の九尾の狐伝説にちなんだキツネ
のお面絵付けをします。

一般 300～500円 詳細はHP参照 那須高原ビジターセンター
TEL:0287-74-2301

http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/

http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/
http://www.nikkoyumoto-vc.com/
http://www.siobara.or.jp/vc/
http://www.nikko-nsm.co.jp/
http://www.nasuheiseinomori.go.jp/program
http://www.nikko-nsm.co.jp/
http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/


16 5/5(日祝)
戸祭山緑地の散策とハルゼミ観察
会

(公財)グリーントラスト
うつのみや

栃木県宇都宮市
戸祭山緑地

戸祭山緑地を散策し、ハルゼミの観察
を行います。 一般

200円
(保険料等)

先着30名
年会員及び小学生以下は
無料
4/5(金)より受付

(公財)グリーントラストうつの
みや事務局
TEL:028-632-2559

http://www.green-trust.jp

17 5/8(水) 開山祭 那須町観光協会 栃木県那須郡那須町
茶臼岳

那須連山の登山シーズン幕開けを告げ
る「那須岳（茶臼岳）開山祭」が、茶
臼岳山頂の那須嶽神社で行われます。

一般 那須町観光協会
TEL:0287-76-2619

http://www.nasukogen.org/

18
5/11(土)・

12(日)

遊歩道の森自然散策
「新緑の森散策」　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

日光国立公園
塩原温泉ビジターセンタ
ー

栃木県那須塩原市
施設周辺の遊歩道　塩原渓
谷遊歩道、
塩原自然研究路（前山歩道
区間）

芽吹きから新緑の森となる遊歩道へ、
春の優しい緑に包まれた森を観察しな
がらの2時間程度のショート散策プロ
グラムです。

一般　　　　　　　　
家族連れ　　　　　　
小学生以上

300円
各回定員20名(先着)
詳細はHP参照　　　　　　　
　　

塩原温泉ビジターセンター
TEL:0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp/vc/

19 5/12(日) 新緑のミツモチに登ろう！ たかはらの森管理グルー
プ県民の森管理事務所

栃木県矢板市
栃木県県民の森

県民の森の最高峰ミツモチ(標高1,248
ｍ)への登山です。

県内在住者 無料 要事前申込、4/8受付開始
先着30名

たかはらの森管理グループ県
民の森管理事務所
TEL:0287-43-0479

http://県民の森.tochigi.jp

20 5/12(日) 中禅寺湖南岸トレッキング① 日光自然博物館 栃木県日光市
中禅寺湖

隠れた名コースをモーターボート利用
を交えて、少し楽をして楽しみます。 一般 6,000円 定員8名

要事前申込
日光自然博物館
TEL:0288-55-0880

http://www.nikko-nsm.co.jp

群
馬
県

1
4/15(月)～
5/14(火)

第59回企画展
「谷川連峰～絶景といのちが織り
なすエコパークの山々～」

群馬県立自然史博物館 群馬県富岡市上黒岩1674-1
谷川連峰の豊かな自然を、美しい写真
やバーチャル体験を交えてご紹介しま
す。

どなたでも

一般610円、
高校生・大学生300
円、
中学生以下無料

3/23(土)～5/19(日)に開催 自然史博物館
TEL:0274-60-1200

http://www.gmnh.pref.gunma.jp

2
4/20(土)～
5/14(火)

朝のお散歩会（鹿沢園地） 
鹿沢インフォメーション
センター

群馬県嬬恋村
(上信越高原国立公園)

鹿沢園地内を早朝に散歩しながら、自
然観察します。 一般

無料
11/18(月)まで開催

鹿沢インフォメーションセン
ター
TEL:0279-80-9119

http://www.kazawa.jp/

3 4/20(土) 第1回森林学習センター森林観察会 森林学習センター 群馬憩の森
森林学習センター

楽しみながら森林や自然の役割を学ぶ
観察会（春を彩る樹の花）です。 一般 無料

森林学習センター
TEL:0279-72-3220

http://www.pref.gunma.jp/01/
e6100001.html

4 4/21(日)
自然史講座
「親子で楽しむ自然観察～発見し
よう！冒険しよう！」

群馬県立自然史博物館 群馬県富岡市上黒岩1674-1
親子で自然と触れ合い、新たな自然と
の楽しみ方を、当館学芸員がわかりや
すく紹介します。

親子向け 無料 自然史博物館
TEL:0274-60-1200

http://www.gmnh.pref.gunma.jp

5
4/27(土)～
5/6(月振)

森のクラフト 鹿沢インフォメーション
センター

群馬県嬬恋村
(上信越高原国立公園)

ドングリクラフト、コースター、メモ
スタンド作りなどを体験します。

一般 200円～500円
鹿沢インフォメーションセン
ター
TEL:0279-80-9119

http://www.kazawa.jp/

6
4/27(土)～
5/14(火)

駅からハイキング
「花と緑いっぱいふじおかめぐ
り」

JR東日本
群馬県藤岡市
情報発信施設「会遊亭」で
受付

花と緑のぐんまづくりプレイベントと
併せ、咲き誇るフジや庚申山の自然を
楽しめるハイキングを開催します。

一般 無料

予約不要
情報発信施設「会遊亭」
で受付
5/19(日)まで開催

藤岡市企画課
TEL:0274-40-2424

https://www.jreast.co.jp/ekihai/
evdetail.aspx?EvCd=0519017

7 4/28(日) 夜の天体観望会 群馬県立自然史博物館 群馬県富岡市上黒岩1674-1
天体ドームの望遠鏡や移動式望遠鏡
で、惑星や春の星座を観察します。

小学生以上 50円
(保険料)

自然史博物館
TEL:0274-60-1200

http://www.gmnh.pref.gunma.jp

8 4/28(日) みなかみデー 群馬県立自然史博物館 群馬県富岡市上黒岩1674-1
みなかみユネスコエコパークに認定さ
れた、みなかみ町を紹介します。 どなたでも 無料 自然史博物館

TEL:0274-60-1200
http://www.gmnh.pref.gunma.jp

9 4/28(日) 新緑の雑木林の昆虫① ぐんま昆虫の森 ぐんま昆虫の森内
新緑の雑木林と、そこで見られる昆虫
を観察します。 どなたでも 無料

定員20名
要事前申込

ぐんま昆虫の森
昆虫企画係

http://www.giw.pref.gunma.jp/

10
5/4（土）, 
5/5（日）, 

しぜん情報館おてがるツアー 万座しぜん情報館 群馬県嬬恋村
(上信越高原国立公園)

飼育展示のえさやり体験など、館内の
特別ガイドと、空吹(からぶき)の噴気
や川の酸性度、野鳥などを見ます。

一般 400円 万座しぜん情報館
TEL:0279-97-4000

http://www.manzanc.jp/

http://www.nasukogen.org/
http://www.siobara.or.jp/vc/
http://www.nikko-nsm.co.jp/
http://www.kazawa.jp/
http://www.kazawa.jp/
http://www.giw.pref.gunma.jp/
http://www.manzanc.jp/


11 5/5(日祝) 新緑の雑木林の昆虫② ぐんま昆虫の森 ぐんま昆虫の森内 新緑の雑木林と、そこで見られる昆虫
を観察します。 どなたでも 無料 定員20名

要事前申込
ぐんま昆虫の森
昆虫企画係 http://www.giw.pref.gunma.jp/

12 5/11(土)
第2回森林学習センター
森林観察会

森林学習センター 群馬憩の森
森林学習センター

楽しみながら森林や自然の役割を学ぶ
観察会（初夏の林床に咲く花）です。 一般 無料 森林学習センター

TEL:0279-72-3220
http://www.pref.gunma.jp/01/
e6100001.html

13 5/12(日)
サンショウウオを探しにいこう
（わくわく万探ツアー） 万座しぜん情報館 群馬県嬬恋村

(上信越高原国立公園)
生きた化石、サンショウウオの産卵期
に、池や沢の秘境を探検します。 一般 1,200円

多雪時予備日5/19(日)
長靴レンタル200円

万座しぜん情報館
TEL:0279-97-4000

http://www.manzanc.jp/

14 5/12(日) 自然観察会と保護活動 群馬県 赤城山麓
林道：赤城白樺線

自生希少種、ニホンサクラソウの個体
調査を行い、保護や管理について考え
よう。

どなたでも 無料 要事前申込
NPO群馬県自然保護連盟
TEL:027-324-5706

http://www.pref.gunma.jp/cate_list/
ct00000396.html

15
5/13(月)・

14(火)
高原ガイドウォーク 鹿沢インフォメーション

センター
群馬県嬬恋村
(上信越高原国立公園)

村上山もしくはたまだれの滝まで、ガ
イド付きでウォーキングします。 一般 500円 5/31(金)まで開催

鹿沢インフォメーションセン
ター
TEL:0279-80-9119

http://www.kazawa.jp/

1
4/15(月)～
4/22(月)

桜草展 川口市立グリーンセンタ
ー

川口市立グリーンセンター
大パーゴラ

当園で育種している桜草の鉢植え約
200品種の展示をします。
江戸時代から続く桜草花壇での展示も
行います。

一般 無料(要入園料) 4/13(土)から開催
川口市立グリーンセンター
TEL:048-281-2319

http://greencenter.1110city.com/

2
4/15(月)～

5/14(火)の毎週
土・日・祝日

定例自然かんさつ会 埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県
自然学習センター

公園の旬の自然を自然学習指導員がご
案内します。

どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

無料
当日受付
通年、毎週土・日・祝日
に実施

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/

3 4/20(土) 第1回そうか生きもの調査会
そうか生きもの調査運営
委員会
草加市

埼玉県草加市
柿木公民館

柿木田んぼで植物中心に生きものを調
査、観察します。

一般 無料
草加市市民生活部環境課環境
推進係
TEL:048-922-1519

4 4/20(土) じっくり探そう、春の生きもの
～図鑑を片手にピクニック～ 森のフィールド学舎 埼玉県飯能市

春の天覧山でのんびりと自然観察をし
ます。
植物や昆虫、フィールドサインをその
場でチェックします。

一般
大人2,000円、
小学生以下1,500円

詳細はHP参照
森のフィールド学舎
MAIL:morinomanabiya168@g
mail.com

http://hanno-eco.com/

5 4/20(土) 妙音沢湧水と春の動植物 埼玉県立自然の博物館 新座市　妙音沢緑地 妙音沢緑地の平野部で貴重な春植物
や、様々な昆虫などを観察します。 小学生以上 300円 定員30名

要事前申込
自然の博物館 自然担当
TEL:0494-66-0407

http://www.shizen.spec.ed.jp/

6 4/20(土) 生きものいきいき隊 埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県
自然学習センター

生きものたちが住みやすい公園づくり
のための作業です。

中学生以上
(中学生は保護者同
伴)

無料
要事前申込(3/17から受
付)
定員20名

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/

7 4/20(土)

かわはく体験教室
りんぷん転写
～チョウのはね模様をコピーしよ
う～

埼玉県立川の博物館 講座室

チョウの翅のりんぷんを紙に写し取る
「りんぷん転写」の工作と、顕微鏡で
チョウの翅模様のしくみを観察しま
す。

一般
小学3年以上
親子

100円 定員15名
埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333 http://www.river-museum.jp/

8
4/20(土)・

27(土)、5/4(土
祝)・11(土)

やわらかテーマから考える
「環境かみしばい」 埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県

自然学習センター

身近なテーマをとりあげ、「環境にや
さしい暮らし方」について自然学習指
導員がわかりやすくお話します。

どなたでも 無料 申込不要 埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/

9
4/20(土)・29(月
祝)、5/6(月
振)・12(日)

ヘビレクチャー 埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県
自然学習センター

ヘビの暮らしや生物多様性について解
説します。 どなたでも 無料 申込不要 埼玉県自然学習センター

TEL:048-593-2891
http://www.saitama-shizen.info/

10
4/21(日)・

28(日)、5/5(日
祝)・12(日)

しぜん工作教室 埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県
自然学習センター

自然の素材を使った工作教室です。
どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

無料
当日受付
内容により定員20名
通年、毎週日曜日に実施

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/

http://www.giw.pref.gunma.jp/
http://www.manzanc.jp/
http://www.kazawa.jp/
http://greencenter.1110city.com/


11 4/21(日)
狭山丘陵自然観察会
自然と歴史狭山丘陵

埼玉県狭山丘陵いきもの
ふれあいの里センター

埼玉県所沢市 西武球場前駅から下山口駅周辺で自然
観察会を行います。

高校生以上 300円
定員20名
要事前申込

いきものふれあいの里センタ
ー
TEL:04-2939-9412　

http://www.ikifure.info/

12 4/21(日)
いきもの講座
「アリ」 埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県

自然学習センター
定例自然かんさつ会の前に行う30分の
レクチャーです。

小学校高学年以上
向け 無料 当日受付

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/

13 4/21(日) 春の自然観察・環境学習会
さいたま市大宮南部浄化
センター
みぬま見聞館

さいたま市見沼区　　　　
みぬま見聞館

春の自然庭園をガイドウォークで探検
等を行います。

小・中学生とその
保護者

無料 デジタルカメラを持参(貸
出用有）

大宮南部浄化センター
TEL:048-646-6030

https://www.city.saitama.jp/001/009/006/
p059936.html

14 4/21(日)
なぐり森のようちえん
もりっこクラブ①
春の公園でのんびりお散歩♪

埼玉県立名栗げんきプラ
ザ

埼玉県狭山市
智光山公園

春の公園をのんびりお散歩しながら、
自然散策を行います。

3～6歳(年少～年
長)

1,000円 詳細はHP参照 埼玉県立名栗げんきプラザ
TEL:042-979-1011

http://www.naguri-genki.com/

15 4/21(日)
荒川ゼミナールⅠ
元荒川を歩く3

埼玉県立川の博物館 越谷レイクタウン周辺
瀬替え前の荒川と利根川の合流点周辺
を散策します。

一般
300円 10:00～16:00

定員20名
埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

16 4/21(日)
かわはく研究室
オタマジャクシを観察しよう

埼玉県立川の博物館 リバーホール 早春に産卵するカエルのオタマジャク
シを、じっくり観察してみましょう。

一般
小学生
親子

無料
13:30～15:30
随時
各2名程度

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

17 4/27(土)
天覧山谷津の里づくりプロジェク
ト はんのう市民環境会議 埼玉県飯能市 みんなで谷津田の再生に取り組もう！ 一般 無料 詳細はHP参照

飯能市環境緑水課
TEL:042-973-2125

https://www.city.hanno.lg.jp/article
/detail/476

18 4/27(土)
日帰り体験プログラム①
春のうららのカヌー体験

埼玉県立名栗げんきプラ
ザ

埼玉県飯能市
名栗カヌー工房

新緑の美しい名栗湖で、カナディアン
カヌーの操作体験を行います。 どなたでも 2,000円 詳細はHP参照 埼玉県立名栗げんきプラザ

TEL:042-979-1011
http://www.naguri-genki.com/

19
4/27(土)・

28(日)
キッズ生きもの研究室 埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県

自然学習センター
自然を見る力や知識、人に伝える力を
養うプログラムです。 小学4～6年生 全7回2,500円

3/20～4/7申込受付(土曜
の午前・午後クラス、日
曜クラスあり)
定員各20名、登録制
5月～11月(7月を除く)の
第4土日にも実施

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/

20
4/27(土)・

28(日)
第16回ふかや花フェスタ＆オープ
ンガーデンフェスタ

深谷市、
(公財)深谷市地域振興財
団、
深谷オープンガーデン花
仲間

深谷城址公園ほか

深谷の春の恒例イベントとなった「ふ
かや花フェスタ＆オープンガーデンフ
ェスタ」。
深谷城址公園をメイン会場に市内全域
が会場に。
来訪者を花でおもてなしします。

一般
無料(有料イベント
あり)
要事前申込

お庭巡りには「花めぐり
バスツアー」、「花めぐ
りタクシー」を利用のこ
と。
自家用車利用の際は交通
ルールを守り、ご近所の
迷惑にならないよう配慮
のこと。

深谷市ガーデンシティふかや
推進室
TEL:048-551-5551

http://www.city.fukaya.saitama.jp/
fukayahanaweb/hanafesuta/index..html

21
4/27(土)～

28(日)
バンガローに泊まろう！
～山小屋体験と和紙づくり～

埼玉県立小川げんきプラ
ザ

埼玉県小川町
埼玉県立小川げんきプラザ

バンガロー宿泊と和紙づくり等を体験
します。

小・中学生とその
保護者 3,700円 定員30名

要事前申込
埼玉県立小川げんきプラザ
TEL:0493-72-2220

http://ogawagenki.com/

22
4/27(土)～

28(日)
親子はじめてキャンプ さいたま緑の森博物館 埼玉県入間市

さいたま緑の森博物館
親子ではじめてのキャンプに挑戦し
て、春の自然を楽しみます。

小学1・2年生と保
護者

親子2名で10,000円
定員6組程度
4/6までに要事前申込
要項送付

さいたま緑の森博物館
TEL:04-2934-4396

http://saitama-midorinomori.jp/

23
4/27(土)～
5/6(月振)

GW新緑オリエンテーリング 埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県
自然学習センター

地図を片手に公園内を歩きながら、自
然に関するクイズに挑戦。

一般 無料 当日受付 埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/

https://www.city.saitama.jp/001/009/006/p059936.html
http://www.naguri-genki.com/
http://www.river-museum.jp/
https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/476
http://www.naguri-genki.com/
http://www.city.fukaya.saitama.jp/fukayahanaweb/hanafesuta/index..html


埼
玉
県

24
4/27(土)～
5/6(月振)

北本自然観察公園フォトコンテス
ト 埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県

自然学習センター

期間中に公園内で撮影された写真をプ
リントして掲示、その後人気投票を行
います。

どなたでも 無料 当日受付 埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/

25 4/28(日）
炭火でくるくる♪
バームクーヘン作り

埼玉県立神川げんきプラ
ザ

埼玉県神川町
埼玉県立神川げんきプラザ

生地を作って炭火を起こし、美味しい
バームクーヘンを焼きます。

中学生以下の子供
がいる親子 500円～1,000円

定員50名
抽選申込4/2～4/13

埼玉県立神川げんきプラザ
TEL:0495-77-3442 http://www.kamikawa-genki.com

26 4/28(日)
日帰り体験プログラム②
春のうららのカヌー体験

埼玉県立名栗げんきプラ
ザ

埼玉県飯能市
名栗カヌー工房

新緑の美しい名栗湖で、カナディアン
カヌーの操作体験を行います。 どなたでも 2,000円 詳細はHP参照 埼玉県立名栗げんきプラザ

TEL:042-979-1011
http://www.naguri-genki.com/

27 4/29(月祝) 南天山登山と滝を楽しむ (公社)埼玉県農林公社
秩父市　　　　　　　　　　
彩の国ふれあいの森　埼玉
県森林科学館

渓流沿い等を歩きながら山頂(1,483m)
を目指し、登山します。

16歳以上
中級者向け

1,500円
(保険料他)

埼玉県森林科学館
TEL:0494-56-0026

http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/

28 4/29(月祝)
第22回花の里おごせ健康づくりウ
オーキング大会

越生町 越生町
山吹の里歴史公園や五大尊つつじ公園
など、花の香りに包まれた越生を歩く
コースです。

一般
事前申込:200円、
当日申込:300円

歩きやすい服装 越生町役場産業観光課
TEL:049-292-3121

http://www.town.ogose.saitama.jp/

29 4/29(月祝)
第7回かわじま輪中の郷ウォーキン
グ

川島町
川島町教育委員会
川島町公民館連絡協議会
川島町体育協会

川島町堤防１周
川島町を囲む堤防上約30kmを歩き、体
力向上と、満開の菜の花など自然を満
喫できます。

一般 無料 参加賞あり 川島町教育委員会生涯学習課
TEL:049-299-1711

30 4/29(月祝) そうか公園まつり 草加市都市整備部みどり
公園課 そうか公園

身近な緑に目を向けて地域の緑化を進
め、自然豊かなそうか公園の魅力を広
く知ってもらうべく、園内散策等イベ
ントを実施します。

一般 無料
草加市都市整備部みどり公園
課
TEL:048-922-1973

http://www.city.soka.saitama.jp

31 4/30(火休) みどりの森ガイドウォーク さいたま緑の森博物館 埼玉県入間市
さいたま緑の森博物館

案内所周辺のみどころを、1時間ほど
ご案内します。

一般 無料 定員15名
当日申込

さいたま緑の森博物館
TEL:04-2934-4396

http://saitama-midorinomori.jp/

32 5/2(木休) 市町村交流つつじハイキング 越生町、
(一社)越生町観光協会 越生町

越生駅東口開設・新元号開始記念とし
て、町内のつつじの名所をめぐるハイ
キングです。

一般 300円 歩きやすい服装

越生町役場総務課
TEL:049-292-3121
(一社)越生町観光協会
TEL:049-292-1451

http://www.town.ogose.saitama.jp/

33
5/2(木休)～3(金

祝)
親子キャンプ①
ファミリーキャンプ入門

埼玉県立名栗げんきプラ
ザ

埼玉県飯能市
埼玉県立名栗げんきプラザ

テントの設営やアウトドアクッキング
など、家族でキャンプを楽しめるイベ
ントです。

親子
大人6,000円、
小学生5,500円、
幼児5,000円

詳細はHP参照 埼玉県立名栗げんきプラザ
TEL:042-979-1011

http://www.naguri-genki.com/

34 5/3(金祝)
奥秩父巨木探訪
（ミズナラ編） (公社)埼玉県農林公社

秩父市　　　　　　　　　　
彩の国ふれあいの森　埼玉
県森林科学館

学習の森「タツマの尾根」にある「ミズナラ」の巨木を目指し、周遊コースの登山をします。16歳以上
中級者向け

1,500円
(保険料他)

埼玉県森林科学館
TEL:0494-56-0026

http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/

35
5/3(金祝)～4(土

祝)
親子キャンプ②
ファミリーキャンプ入門

埼玉県立名栗げんきプラ
ザ

埼玉県飯能市
埼玉県立名栗げんきプラザ

テントの設営やアウトドアクッキング
など、家族でキャンプを楽しめるイベ
ントです。

親子
大人6,000円、
小学生5,500円、
幼児5,000円

詳細はHP参照 埼玉県立名栗げんきプラザ
TEL:042-979-1011

http://www.naguri-genki.com/

36
5/3(金祝)～6(月

振)
スプリングフェア2019

川口市立グリーンセンタ
ー

川口市立グリーンセンター
大パーゴラ

盆栽、草花の展示や即売、草花遊び、
グリーンアドベンチャー、竹工作、大
工さん遊びなどを行います。

一般
無料
(要入園料)

5/5のみ入園料が中学生以
下無料

川口市立グリーンセンター
TEL:048-281-2319

http://greencenter.1110city.com/

37 5/4(土祝) みどりの森ガイドウォーク さいたま緑の森博物館
埼玉県入間市
さいたま緑の森博物館

案内所周辺のみどころを1時間ほどご
案内します。 一般 無料

定員15名
当日申込

さいたま緑の森博物館
TEL:04-2934-4396

http://saitama-midorinomori.jp/

http://www.kamikawa-genki.com/
http://www.naguri-genki.com/
http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/
http://www.town.ogose.saitama.jp/
http://www.city.soka.saitama.jp/
http://www.town.ogose.saitama.jp/
http://www.naguri-genki.com/
http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/
http://www.naguri-genki.com/
http://greencenter.1110city.com/


38 5/4(土祝) 森のガイドウォーク　　　　 埼玉県狭山丘陵いきもの
ふれあいの里センター

埼玉県狭山丘陵いきものふ
れあいの里センター

渡りの途中の夏鳥を探しながら、セン
ター周辺を回ります。 どなたでも 無料 当日申込

いきものふれあいの里センタ
ー
TEL:04-2939-9412　

http://www.ikifure.info/

39
5/4(土祝)～

5/5(日祝)
こどもの日フェスティバル 埼玉県立小川げんきプラ

ザ
埼玉県小川町
埼玉県立小川げんきプラザ

クラフトづくりやプラネタリウム無料
公開等、各種催しを行います。 一般 無料

プラネタリウムのみ各回
126名
当日受付の先着順

埼玉県立小川げんきプラザ
TEL:0493-72-2220

http://ogawagenki.com/

40
5/4(土祝)～

5/5(日祝)
春だ！ちびっこ大集合！ 埼玉県立長瀞げんきプラ

ザ
埼玉県長瀞町
埼玉県立長瀞げんきプラザ

春の自然の中で、草花や土遊び、落書
き、簡単な料理などを行います。

家族(概ね3歳～小
学2年生)

未就学3,500円、
小学生4,000円、
大人6,000円

汚れてもいい服装 埼玉県立長瀞げんきプラザ
TEL:0494-66-0177

http://www.nagatoro-genki.com/

41 5/5(日祝)
親子はじめての自然観察会
「生きものの探し方・見つけ方
編」

さいたま緑の森博物館 埼玉県入間市
さいたま緑の森博物館

生きものの探し方や、見つけ方のコツ
を伝授します。 小学生と保護者 100円 定員20名

要事前申込
さいたま緑の森博物館
TEL:04-2934-4396

http://saitama-midorinomori.jp/

42 5/5(日祝)
ハンバーガーセットを作ろう！
開店！神ドナルド！

埼玉県立神川げんきプラ
ザ

埼玉県神川町
埼玉県立神川げんきプラザ

アウトドアクッキングでハンバーガー
セットをダッチオーブンを使って、一
から手作りします。

中学生以下の子供
がいる親子 1,000円～1,500円 定員40名

抽選申込4/6～4/17
埼玉県立神川げんきプラザ
TEL:0495-77-3442

http://www.kamikawa-genki.com

43 5/5(日祝) プラネタリウム無料投影 埼玉県立名栗げんきプラ
ザ

埼玉県飯能市
埼玉県立名栗げんきプラザ

プラネタリウムの無料観賞を楽しめま
す。
親子で名栗げんきプラザへ遊びに来て
ください。

どなたでも 無料 詳細はHP参照 埼玉県立名栗げんきプラザ
TEL:042-979-1011

http://www.naguri-genki.com/

44 5/5(日祝) 森のガイドウォーク　　　 埼玉県狭山丘陵いきもの
ふれあいの里センター

埼玉県狭山丘陵いきものふ
れあいの里センター

春の植物を観察しながら、センター周
辺を回ります。 どなたでも 無料 当日申込

いきものふれあいの里センタ
ー
TEL:04-2939-9412　

http://www.ikifure.info/

45 5/11(土)
荒川ゼミナールⅡ 
源流域の入り口探検（仮）

埼玉県立川の博物館 三峰口駅周辺
荒川の源流域を散策する企画の第1弾
として、秩父鉄道の終着駅「三峰口
駅」周辺の散策を行います。

一般
300円

10:00～16:00
定員20名

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

46 5/11(土) 第2回そうか生きもの調査会 そうか生きもの調査運営
委員会・草加市

埼玉県草加市
柿木公民館

柿木田んぼでシギ、チドリ類中心に調
査、観察します。 一般 無料

草加市市民生活部環境課環境
推進係
TEL:048-922-1519

47 5/11(土) 月例ハイキング大会 越生町 越生町
季節に応じて毎月異なるコースを設け
ており、越生の四季の移ろいを感じる
ことが出来ます。

一般 無料 歩きやすい服装
越生町役場産業観光課
TEL:049-292-3121

http://www.town.ogose.saitama.jp/

48 5/11(土)
手作り実験教室
「公園の木から紙を作ろう」 埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県

自然学習センター
実験・工作を通して、自然の大切さや
環境問題を学ぶ教室です。

小学3年生～一般
(小学生は保護者同
伴)

100円

要事前申込(4/13から受
付)
各回定員30名(午前・午
後)

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/

49 5/11(土)
里山体験講座
「お茶摘みとお茶作り」　　　　　　

埼玉県狭山丘陵いきもの
ふれあいの里センター

埼玉県狭山丘陵いきものふ
れあいの里センター

茶葉の摘みから手揉みで、お茶を作り
ます。 小学生以上 500円 定員20名

要事前申込

いきものふれあいの里センタ
ー
TEL:04-2939-9412　

http://www.ikifure.info/

50
5/11(土)・

12(日)
深谷オープンガーデンフェスタ
ばらの庭・初夏の庭

深谷市、深谷オープンガ
ーデン花仲間

深谷市内
「ばらの庭、初夏の庭」のオープンガ
ーデンを特別公開します。
自慢のお庭を是非見に来てください。

一般 無料

お庭巡りには「花めぐり
バスツアー」、「花めぐ
りタクシー」を利用のこ
と。
自家用車利用の際は交通
ルールを守り、ご近所の
迷惑にならないよう配慮
のこと。

深谷オープンガーデン花仲間
(栗原氏)
TEL:090-7183-3481

http://hananakama.org/

http://www.nagatoro-genki.com/
http://www.kamikawa-genki.com/
http://www.naguri-genki.com/
http://www.river-museum.jp/
http://www.river-museum.jp/
http://www.river-museum.jp/
http://www.river-museum.jp/


51
5/11(土)～

12(日)
親子で！テント泊チャレンジキャ
ンプ①

埼玉県立神川げんきプラ
ザ

埼玉県神川町
埼玉県立神川げんきプラザ

親子でテントを張ったりアウトドアク
ッキングをしたりと、楽しいこと盛り
だくさんの２日間です。

中学生以下の子供
がいる親子 1,000円～5,000円

定員50名
抽選申込4/5～4/18

埼玉県立神川げんきプラザ
TEL:0495-77-3442

http://www.kamikawa-genki.com

52 5/12(日)
里山体験講座
「お茶摘みとお茶作り」　　　　　　

埼玉県狭山丘陵いきもの
ふれあいの里センター

埼玉県狭山丘陵いきものふ
れあいの里センター

茶葉の摘みから手揉みで、お茶を作り
ます。 小学生以上 500円 定員20名

要事前申込

いきものふれあいの里センタ
ー
TEL:04-2939-9412　

http://www.ikifure.info/

1
4/15(月)～
5/6(月振)

マリンサイエンスギャラリー
「水辺の外来生物－房総の海と川
から－」

千葉県立中央博物館分館
海の博物館

千葉県立中央博物館分館海
の博物館

房総の海や川で見られる外来生物の種
類や生活、生態系に及ぼす影響などに
ついて紹介します。

入館者

入館料
(一般200円、高大生
100円、中学生以
下・65歳以上無料)

千葉県立中央博物館分館海の
博物館
TEL:0470-76-1133

http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU/
index.html

2
4/19(金)・

26(金)
さんわでウォーキング春 三和コミュニティセンタ

ー 千葉県市原市 ポールを使い、正しい姿勢で自然の中
をウォーキングします。 一般 1回200円

定員20名
要事前申込
歩きやすい服装

三和コミュニティセンター　
TEL:0436-36-4922

3 4/20(土) 万木城の歴史と里山の自然観察 千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター

千葉県いすみ市
千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター周辺

万木城周辺の歴史と春の自然を再発見
しましょう。

一般
(小学生以下は保護
者同伴）

無料

10:00～15:00
定員20名
持ち物：飲物、弁当、山
歩きできる服装、靴
雨天中止

千葉県いすみ環境と文化のさ
とセンター
TEL:0470-86-5251

http://isumi-sato.com/

4 4/20(土)
山の学校145
春の山の生きもの 千葉県立中央博物館 清和県民の森

清和県民の森の遊歩道を歩き、自然観
察をします。
幼児でも楽しめるゆっくりペースの観
察会です。

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

50円 先着40名
千葉県立中央博物館教育普及
課
TEL:043-265-3776

http://www2.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

5
4/20(土)、
5/6(月振)

磯・いそ探検隊（フィールドトリ
ップ）

千葉県立中央博物館分館
海の博物館

千葉県立中央博物館分館海
の博物館

博物館前の磯で海の生きものを観察し
ます。 3歳以上

50円
(保険料)

各回定員15名
当日申込

千葉県立中央博物館分館海の
博物館
TEL:0470-76-1133

http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU

6 4/20(土)
手賀の丘探検隊
春のぽかぽかムシ採り大会

千葉県立手賀の丘少年自
然の家

千葉県立手賀の丘少年自然
の家

春にあたたかくなって姿を見せ始めた
生きものたちを、親子で観察します。

親子 100円 定員25名
要事前申込

千葉県立手賀の丘少年自然の
家
TEL:04-7191-1923

http://www.tega.jp/

7 4/21(日) 春の植物観察 千葉県立中央博物館 印西市
春の房総丘陵の植物を観察します。
植物の巧みな生活の技を観察しましょ
う。

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

50円 定員30名
要事前申込

千葉県立中央博物館教育普及
課
TEL:043-265-3776

http://www2.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

8 4/21(日) 春を満喫！！
房総ハイキング！ 千葉県立鴨川青年の家 君津市亀山湖周辺

房総の春を体感しながらハイキングを
行い、季節によって変化する自然とふ
れあうことを楽しみます。

小学生 1,400円 定員20名 千葉県立鴨川青年の家
TEL:04-7093-1666

http://www.echiba-sports.org/kamo/
index.html

9 4/21(日) 春の里山タケノコほり体験 千葉県立東金青年の家 施設周辺の里山
地域の里山での「たけのこ」ほり体
験。
併せて竹の生態の勉強も行います。

小学生と保護者 300円 定員100名
千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301 http://tpugane-youth.jp/

10 4/21(日)
大草谷津田いきものの里自然観察
会
「春の香りを楽しもう！」

千葉市
千葉市若葉区
(大草谷津田いきものの里)

自然に詳しい指導員が、季節に合わせ
て自然や生き物の見どころを解説しな
がらご案内します。

一般 無料
申込不要
先着30名

千葉市環境保全課
TEL:043-245-5195

http://www.city.chiba.jp/kankyo/
kankyohozen/hozen/shizen/sizen_ikimono-
gaido.html

11 4/22(月) 野草観察
戸田コミュニティセンタ
ー 泉自然公園 野草を通じて自然に親しみます。 一般 100円 3/18～24申込受付

定員20名(抽選)
戸田コミュニティセンター
TEL:0436-95-6622

12 4/27(土)
海の体験コーナー
「オリジナルオブジェづくり」

千葉県立中央博物館分館
海の博物館

千葉県立中央博物館分館海
の博物館

海で見つけた貝殻などの材料で、オブ
ジェをつくります。

入館者

50円
(材料費)
別途入館料(一般200
円、高大生100円、
中学生以下・65歳以
上無料)

千葉県立中央博物館分館海の
博物館
TEL:0470-76-1133

http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU

http://www.kamikawa-genki.com/
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU/index.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/NATURAL/
http://www2.chiba-muse.or.jp/NATURAL/
http://tpugane-youth.jp/
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13
4/27(土)～

28(日)
わいわい子ども塾 千葉県立手賀の丘少年自

然の家
千葉県立手賀の丘少年自然
の家

年齢の違う仲間同士が助け合いなが
ら、年間を通して自然体験や宿泊体験
を行います。

小学4年生～中学
生

25,000円
(全5回分)

要事前申込
定員24名
通年5回開催(4・6・8・
10・12月)

千葉県立手賀の丘少年自然の
家
TEL:04-7191-1923

http://www.tega.jp/

14
4/28(日)～29(月

祝)
ファミリーキャンプ 千葉県立水郷小見川少年

自然の家
千葉県立水郷小見川少年自
然の家

キャンプ初心者を対象に、テントの立
て方や野外料理を学びます。 親子

高校生以上3,500
円、
小1～中3年2,500
円、
3歳～年長1,500円、
2歳以下無料

定員10組
要事前申込

千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/

15 4/29(月祝)
みどりのふるさとづくりフェスタ
2019

みどりのふるさとづくり
実行委員会

清水公園
第一公園広場

野田市の豊かなみどりに感謝し、守り
育てていこうというイベントです。
工作教室、タガフープ体験がありま
す。

一般 無料
工作教室、タガフープ体
験に参加する際は、動き
やすい服装で。

野田市みどりと水のまちづく
り課
TEL:04-7125-1111

なし。

16 4/29(月祝)
第27回いきいき市原ワンデーマー
チ

市原市 養老渓谷周辺(予定)
新緑の養老渓谷で、美しい自然に親し
みながら、ハイキングを楽しみます。 一般

小学生以上400円、
未就学児100円 動きやすい服装

市原市スポーツ振興課
TEL:0436-23-9851

https://www.city.ichihara.chiba.jp/bunka/
suposhintop/nenkangyouzi/
onedaymarch1.html

17 5/1(水祝)
岬のナイトツアー
森の生きものコース 大房岬自然公園 千葉県南房総市

大房岬自然公園
ガイドと一緒に、生きものの住む夜の
森を散策します。 一般

大人1,000円、
子ども800円 要予約

大房岬ビジターセンター
TEL:0470－33－4551

http://taibusa-misaki.jp/

18 5/4(土祝)
観察会
「海藻を観察しよう」

千葉県立中央博物館分館
海の博物館

千葉県立中央博物館分館海
の博物館

海の博物館前の磯で海藻を探して観察
します。 小学生以上

50円
(保険料)

定員20名
要事前申込

千葉県立中央博物館分館海の
博物館
TEL:0470-76-1133

http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU

19
5/4(土祝)・5(日

祝） 谷津遊路＆干潟スタンプラリー 谷津干潟自然観察センタ
ー

谷津遊路商店街、
谷津干潟自然観察センター

干潟の景色を眺めながら、スタンプを
押しながら歩こう。
谷津干潟の地元商店街と谷津干潟まで
の2kmコースです。

どなたでも
無料
(大人は要入館料)

谷津干潟自然観察センター
TEL:047-454-8416

http://www.seibu-la.co.jp/yatsuhigata/

20 5/4(土祝)
親子でケビン・ショートさんとお
おたかの森探検ツアー

流山市 市野谷の森
市野谷の森(通称おおたかの森)を、ナ
チュラリストのケビン・ショートさん
と探検します。

親子
(小学生程度)

無料 先着50名
要事前申込

流山市環境政策課
TEL:04-7150-6083

21 5/5(日祝)
岬のナイトツアー
森の生きものコース 大房岬自然公園 千葉県南房総市

大房岬自然公園
ガイドと一緒に、生きものの住む夜の
森を散策します。 一般

大人1,000円
子ども800円 要事前申込

大房岬ビジターセンター
TEL:0470－33－4551

http://taibusa-misaki.jp/

22 5/5(日祝) センター内ホタルの水路で生き物
を探そう

千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター

千葉県いすみ市
千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター内

ゲンジボタルが生息する水路で、水辺
の生き物を探そう。

一般(
小学生以下保護者
同伴)

無料

10:00～12:00
定員20名
持ち物：水の中で履く靴
(サンダル・長靴は不
可)、汚れてもよい服装、
着替

千葉県いすみ環境と文化のさ
とセンター
TEL:0470-86-5251

http://isumi-sato.com/

23 5/5(日祝)
観察会
「ウミウシを観察しよう」

千葉県立中央博物館分館
海の博物館

千葉県立中央博物館分館海
の博物館

博物館前の磯でウミウシを探します。 小学校高学年以上 50円
(保険料)

定員20名
要事前申込

千葉県立中央博物館分館海の
博物館
TEL:0470-76-1133

http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU

24 5/5(日祝)
みんなおいでよ！
プラネタリウム

千葉県立手賀の丘少年自
然の家

千葉県立手賀の丘少年自然
の家

季節の星空や星座の物語をプラネタリ
ウムのドームいっぱいに投影し、みん
なで楽しみます。

どなたでも 無料 当日受付
千葉県立手賀の丘少年自然の
家
TEL:04-7191-1923

http://www.tega.jp/

https://www.city.ichihara.chiba.jp/bunka/suposhintop/nenkangyouzi/onedaymarch1.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU


25
5/5(日祝)～6(月

振)
星空の神秘を探ろう
初級① 千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家

星空の神秘を四季の星空観察、講義等
から学ぶ初級コース。
4回シリーズの第1回目。
春の星空について、天体望遠鏡作り等
を行います。

小学4年～6年生
保護者可も 3,300円 定員25名

千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301

http://tpugane-youth.jp/

26 5/5(日祝)
大草谷津田いきものの里自然観察
会
鳥のさえずり聞こえるかな？

千葉市
千葉市若葉区
(大草谷津田いきものの里)

自然に詳しい指導員が、季節に合わせ
て自然や生き物の見どころを解説しな
がらご案内します。

一般 無料
申込不要
先着30名

千葉市環境保全課
TEL:043-245-5195

http://www.city.chiba.jp/kankyo/
kankyohozen/hozen/shizen/sizen_ikimono-
gaido.html

27 5/6(月振) プラネタリウム一般公開
千葉県立水郷小見川少年
自然の家

千葉県立水郷小見川少年自
然の家

季節ごとの星座の解説や、星座にまつ
わる神話などを紹介します。 どなたでも 無料 当日受付

千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/

28 5/6(月振) やさしいカヌー基礎編 千葉県立水郷小見川少年
自然の家

千葉県立水郷小見川少年自
然の家

カヌーの基礎を施設内のミニハーバー
で学びます。 どなたでも 300円 当日受付

千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/

29 5/6(月振)
あびこ自然観察隊①
「シギ・チドリ観察会」

我孫子市
鳥の博物館 手賀川周辺（水田） 渡りの途中に水田で栄養補給する、シ

ギやチドリの仲間を観察します。 どなたでも
高校生以上100円
(保険料)

歩きやすい服装 鳥の博物館
TEL:04-7185-2212

http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/
index.html

30 5/11(土) 落花生の栽培体験をしよう 千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター

千葉県いすみ市
千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター内

花が地面に潜って実になる落花生をみ
んなで栽培。
秋に収穫し試食しよう。
収穫は10/6(日)9:30～12:30予定、適宜
の観察と草取り。

一般
(小学生以下は保護
者同伴)

家族で700円

10:00～12:00
定員8家族
持ち物 : 長靴、作業でき
る服装、軍手
小雨決行

千葉県いすみ環境と文化のさ
とセンター
TEL:0470-86-5251

http://isumi-sato.com/

31 5/11(土)
海の体験コーナー
「微小貝をみつけよう」

千葉県立中央博物館分館
海の博物館

千葉県立中央博物館分館海
の博物館

海岸の砂に混じった小さな貝殻を探し
出します。 入館者

50円
(材料費)
別途入館料(一般200
円、高大生100円、
中学生以下・65歳以
上無料)

千葉県立中央博物館分館海の
博物館
TEL:0470-76-1133

http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU

32
5/11(土)・

12(日)
谷津干潟の夕日とチュウシャクシ
ギのねぐら入りを見よう

谷津干潟自然観察センタ
ー 谷津干潟自然観察センター 夕方になるとねぐら入りをする、チュ

ウシャクシギ観察します。

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

1,000円
 暖かい服装、帽子、あれ
ば双眼鏡

谷津干潟自然観察センター
TEL:047-454-8416

http://www.seibu-la.co.jp/yatsuhigata/

33
5/11(土)～

19(日)
カシニワ・フェスタ2019

カシニワ・フェスタ
2019実行委員会、
(一財)柏市みどりの基金

柏市内のカシニワ登録地74
か所

里山や地域の庭、オープンガーデンを
巡るスタンプラリーや、自然観察会な
どの各種イベント、ガーデンの案内を
実施します。

一般 無料
(一部有料あり)

詳細はHP、カシニワ・ガ
イドブックで

（一財）柏市みどりの基金
TEL:04-7160-3120

http://k-midori.net/

34 5/11(土) 開館10周年記念ウオーキング 戸田コミュニティセンタ
ー 戸田コミ周辺 戸田コミ周辺を健康に歩きます。 一般 無料 予備日5/12(日)

戸田コミュニティセンター
TEL:0436-95-6622

35 5/11(土)
てがたん
「あびこの自然の『音風景』」

我孫子市
鳥の博物館 博物館及び手賀沼周辺

毎月第2土曜日に行われる定例の手賀
沼探鳥会。
毎月テーマに沿って観察します。

どなたでも
高校生以上100円
(保険料)

歩きやすい服装
鳥の博物館
TEL:04-7185-2212

http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/
index.html

36 5/12(日)
きみかめ森のようちえん①
春の森遊び♪

千葉県立君津亀山少年自
然の家

千葉県立君津亀山少年自然
の家

新緑の森へゆったりハイキングにでか
けよう♪
森の中でハンモックにゆられて過ごそ
う♪

未就学児とその保
護者

500円、
3歳未満は100円

定員15組
要事前申込

千葉県立君津亀山少年自然の
家
TEL:0439-39-2628

http://kimikame.net/event/event.cgi?id=80

http://tpugane-youth.jp/
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www.seibu-la.co.jp/yatsuhigata/
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html
http://kimikame.net/event/event.cgi?id=80


37 5/12(日)
昭和の森自然観察会
初夏の里山3時間コース
「土気城跡方面を歩こう」

千葉市 昭和の森 昭和の森周辺を散策し、自然や歴史に
ついて学ぶ、自然観察会です。 一般 無料 詳細はHP参照

千葉市緑公園緑地事務所
TEL:043-294-2884

http://www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/
kanri/midori/top.htmｌ

38 5/12(日)
バードウィーク手賀沼観察会 in 
Enjoy手賀沼！

我孫子野鳥を守る会、
我孫子市鳥の博物館 手賀沼周辺

地域のイベント「Enjoy手賀沼！」で行
われる探鳥会。
ショートコース(１時間)とレギュラー
コース(２時間)に分かれて開催します。

どなたでも
高校生以上100円
(保険料)

歩きやすい服装
鳥の博物館
TEL:04-7185-2212

http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/
index.html

39 5/12(日) Enjoy手賀沼！2019
Enjoy手賀沼！実行委員
会

手賀沼親水広場
手賀沼での遊び、学び、様々な体験を
通じて「ふるさと再発見！」をしてい
ただく催しです。

小･中学生、一般
無料
(一部実費イベント
あり)

雨天決行
(一部中止・変更あり)

我孫子市手賀沼課
TEL:04-7185-1484

http://abiko-city.jp/enjoy-teganuma/2019/

40 5/13(月) ちはら散歩 ちはら台コミュニティセ
ンター 鎌取駅から平山郷 鎌取駅から平山郷までを散策し、お願

い薬師や石造物を巡ります(5.5km)。 一般 50円+バス代(実費)
4/18～24申込受付
定員20名(抽選)

ちはら台コミュニティセンタ
ー　
TEL:0436-50-2312

東
京
都

1
4/15(月)～
5/14(火)

山野草ウィーク 瑞穂町教育員会
耕心館 耕心館 耕心館の庭に植栽されている山野草を

観察できます。 一般 無料 4/1(月)～5/16(木)開催
郷土資料館
TEL:042-568-0634

https//www.mizuho.tokyo.jp

2
4/16(火)～
5/14(火)

みずほの野鳥 瑞穂町教育員会
耕心館

耕心館 瑞穂町に生息する、もしくは渡ってく
る野鳥について紹介します。

一般 無料 6/16(日)まで開催 郷土資料館
TEL:042-568-0634

https//www.mizuho.tokyo.jp

3

4/20(土)・
27(土)・29日(月
祝)、5/4(土
祝)・11(土)

新宿御苑ガイドウォーク 新宿御苑 新宿御苑
新宿御苑パークボランティアが、四季
折々のみどころや庭園の歴史をご案内
します。

一般 入園料のみ 当日参加 新宿御苑サービスセンター
TEL:03-3350-0151

http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/
index.html

4 4/29(月祝)
春の森たんけん/生きもの展示
(母と子の森自然教室)

新宿御苑 新宿御苑
新緑の森を観察しながら散歩しよう。
御苑の草花や池の生き物などを展示し
ます。

親子 無料 当日参加 新宿御苑サービスセンター
TEL:03-3350-0151

http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/
index.html

5 5/12(日)
多摩川で遊ぼう
「多摩川バードウォッチング」

福生水辺の楽校運営協議
会
（事務局：福生市生活環
境部環境課環境係）

多摩川中央公園 5月の多摩川にはどんな鳥がいるか、
観察します。 中学3年生以下 無料 5/1(水祝)に広報及びHPに

掲載予定

福生市生活環境部環境課環境
係
TEL:042-551-1718

http://www.city.fussa.tokyo.jp
くらしの情報>環境・まちづくり>環境>環
境学習>福生水辺の楽校・多摩川で遊ぼう

6 5/12(日)
多摩川サポーターズ
「かくれんぼ広場水辺の秘密基地
作り」

福生水辺の楽校運営協議
会
（事務局：福生市生活環
境部環境課環境係）

多摩川中央公園 多摩川中央公園にある倒木を使って、
楽しく遊びます。

中学生以上
(小学生以下も可)

無料 5/1(水祝)に広報及びHPに
掲載予定

福生市生活環境部環境課環境
係
TEL:042-551-1718

http://www.city.fussa.tokyo.jp
くらしの情報>環境・まちづくり>環境>環
境学習>福生水辺の楽校・多摩川サポータ
ーズ

7 5/12(日) 残堀川ふれあいウォーキング 瑞穂町教育員会 瑞穂ビューパーク～残堀川
沿い～狭山池公園

ウォーキングをしながら、残堀川沿い
の自然とふれあいます。 一般 無料

瑞穂町社会教育課
TEL:042-557-7071

https//www.mizuho.tokyo.jp

1
4/15(月)～
5/14(火)

ガーデンネックレス横浜2019 横浜市

横浜動物の森公園植物公園
予定地(里山ガーデン)、
山下公園・港の見える丘公
園・日本大通り・横浜公
園・新港中央広場など

里山ガーデン、みなとエリアのほか市
内各所が色鮮やかに春の花々で彩られ
ます。
今年は新たに“横浜ローズウィーク”を
開催します。

一般 無料

里山ガーデン
3/23(土)～5/6(月振)9:30
～16:30に開催
ガーデンネックレス横浜
2019は6/2(日)まで開催

横浜市(NTTハローダイヤル
8:00～22:00)
TEL:050-5548-8686

https://gardennecklace.city.yokohama.lg.jp/
index.html

2 4/16(火) ミツカドネギのフレンチ 松田町自然館 松田町自然館
フランス料理の有名シェフが、ミツカ
ドネギのお洒落で美味しい調理法を教
えます。

一般 無料 持ち物：主食（パンな
ど）

松田町自然館
TEL:0465-82-7345

https://nisihira-park.org/sizen/

http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html
http://abiko-city.jp/enjoy-teganuma/2019/
http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/index.html
http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/index.html
https://nisihira-park.org/sizen/


神
奈
川
県

3 4/18(木) 森林セラピー®体験 厚木市森林セラピー基地
推進協議会

神奈川県厚木市飯山
飯山白山森林公園、
飯山温泉「ふるさとの宿」

案内人による森林浴ハイキングの後に
温泉入浴し、心身共にリフレッシュし
ます。

成人 1,000円

定員20名(先着)
要事前申込(開催日1ヵ月
前から東丹沢七沢観光案
内所にて電話受付)

(一社)厚木市観光協会
TEL:046-240-1220
東丹沢七沢観光案内所
TEL:046-248-1102

【あつぎ観光なびHP】
http://www.atsugi-kankou.jp/forest-
therapy.html
【厚木市HP】
http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/kankou/
iyashi/therapy/d021413.html

4
4/20(土)

予備日4/27(土)
第19回 親子でアユの放流体験 酒匂川水系保全協議会 神奈川県小田原市 酒匂川の自然への愛着を深めてもらう

ために、鮎の放流体験を行います。
児童・生徒及び保
護者 無料

定員150名程度
長靴など川に入っても良
い服装

小田原市環境保護課
TEL:0465-33-1481

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/
envi/environ/sakawa/ayu-h31.html

5 4/20(土)
子どもの広場
金沢動物園へ行こう 茅ヶ崎市南湖公民館

神奈川県横浜市金沢区釡利
谷
金沢動物園

動物との関わりを通して、生態系や環
境について学びます。 小学生 無料 定員18名

要事前申込
茅ヶ崎市南湖公民館
TEL:0467-86-4355

http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
kyouiku/kominkan/nango/koza/index.html

6 4/20(土)
里山を歩こう
「春らんまん」

はだのネイチャーウオッ
チングクラブ

神奈川県秦野市東公民館周
辺

植物や野鳥などの観察ハイキングを実
施します。

一般 無料 定員20名
環境産業部環境共生課
TEL:0463-82-9618 http://www.city.hadano.kanagawa.jp

7

4/21(日)・
28(日)、
5/5(日)・
12(日）

ミニ観察会
神奈川県自然環境保全セ
ンター

自然環境保全センター野外
施設

自然に詳しい解説員の案内により、当
センターの野外施設で生き物たちを観
察します。

一般 無料
自然環境保全センター自然保
護課
TEL:046-248-6682

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f4y/
01about/minikan.html　

8 4/21(日)
生田緑地観察会
「野鳥」

川崎市・かわさき自然調
査団

神奈川県川崎市多摩区
生田緑地

生田緑地内を散策しながら、野鳥を観
察します。 一般 無料

歩きやすい服装
雨天中止

かわさき宙と緑の科学館
TEL:044-922-4731

http://www.nature-kawasaki.jp

9 4/21(日)
石老山の新芽を楽しむ里山ガイド
ウォークと木工体験 NPO法人自遊クラブ

神奈川県相模原市石老山東
海自然歩道、
関山林道周辺

「（仮称）相模原市市民の森」の整備
が計画されている石老山周辺で、イン
ストラクターのガイドを聴きながらの
ウォーキングと木工体験を楽しみま
す。

どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

300円
(保険代含む)

定員20名
歩きやすい服装
持ち物：昼食、飲み物、
敷物等

NPO法人自遊クラブ
MAIL:jiyuu-
club@mail.goo.ne.jp
FAX:042-983-7627

http://www.sagami-portal.com/hp/
dnt10030/

10 4/21(日) 身近な野草探検 松田町自然館 松田町自然館 自然館周辺のかわいい野草を探しま
す。 一般 無料

松田町自然館
TEL:0465-82-7345

https://nisihira-park.org/sizen/

11 4/23(火) スミレを探して春の仙石原を歩く

箱根地域自然に親しむ運
動実行委員会(開催担
当：富士箱根伊豆国立公
園管理事務所)

神奈川県箱根町
(富士箱根伊豆国立公園)

山肌萌える春の箱根で、様々な種類の
スミレを探しに、仙石原を歩きません
か？

一般
(6歳以上参加可)

100円
(保険料)

持ち物：弁当
雨天中止

箱根ビジターセンター
TEL:0460‐84‐9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/
shitashimuundou.html#

12
4/26(金)、
5/10(金)

ミニ観察会

(共催)箱根自然解説活動
連絡協議会、
箱根ボランティア解説員
連絡会

神奈川県箱根町
(富士箱根伊豆国立公園)

ビジターセンター周辺の園地を、毎回
テーマを掲げて観察します。

一般 無料 雨天中止
毎月第2・4金曜日に実施

箱根ビジターセンター
TEL:0460‐84‐9981 http://hakonevc.sunnyday.jp/teiki.html

13
4/27(土)～
5/6(月振)

ゴールデンウィーク期間ビジター
センター活動

箱根自然解説活動連絡協
議会

神奈川県箱根町
(富士箱根伊豆国立公園)

早朝観察会、箱根ＶＣ周辺観察会、ク
ラフト教室を期間中毎日開催！

一般
クラフト教室のみ
200円
(材料費)

早朝観察会、姥子観察会
は雨天中止
クラフト教室は雨天決行

箱根ビジターセンター
TEL:0460‐84‐9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/gw.html

14
4/27(土)・

28(日)
第46回平塚市緑化まつり 平塚市 平塚市大原1-1

平塚市総合公園

子どもから大人まで楽しめるイベント
を通じて、緑化意識の高揚を図りま
す。

一般 無料 詳細はHP参照
平塚市都市整備部みどり公
園・水辺課
TEL:0463-21-9852(直通)

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/
koen/page-c_02862.html

15 4/27(土) 秦野の地下をさぐろう 秦野市環境共生課
くずはの家

秦野市曽屋1137
くずはの家

地下を掘って取り出した標本を使っ
て、秦野の地下の様子を探ります。

小学2年生以下は
保護者同伴

無料 3/27(水)から受付開始 秦野市くずはの家
TEL:0463-84-7874

http://www.city.hadano.kanagawa.jp

16 4/27(土) 第12回秦野市植樹祭 市民による森林づくり実
行委員会 弘法山(権現山)

第61回全国植樹祭開催後、森林を持続
的に保全するため、市民主体の植樹活
動を実施します。

一般 無料 定員100名
秦野市環境産業部環境共生課
森林里山担当
TEL:0463-82-9631

http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/
genre/1000000000407/index.html

17 4/28(日) 生田緑地観察会
「昆虫」

川崎市
かわさき自然調査団

神奈川県川崎市多摩区
生田緑地

生田緑地内を散策しながら、さまざま
な昆虫を観察します。 一般 無料 歩きやすい服装

雨天中止
かわさき宙と緑の科学館
TEL:044-922-4731

http://www.nature-kawasaki.jp

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/environ/sakawa/ayu-h31.html
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kyouiku/kominkan/nango/koza/index.html
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/
http://www.nature-kawasaki.jp/
http://www.sagami-portal.com/hp/dnt10030/
https://nisihira-park.org/sizen/
http://hakonevc.sunnyday.jp/shitashimuundou.html
http://hakonevc.sunnyday.jp/teiki.html
http://hakonevc.sunnyday.jp/gw.html
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/koen/page-c_02862.html
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/genre/1000000000407/index.html
http://www.nature-kawasaki.jp/


18 4/28(日)
「てくてくウォークin蓑毛」＆森林
ヨガ体験

蓑毛地区活性化対策委員
会

神奈川県秦野市内蓑毛地域
緑水庵～春嶽湧水付近

森林セラピーガイドの案内で、市内蓑
毛地域の森林散策、森林浴をしなが
ら、ヨガやハンモック体験などを実施
します。

一般 3,000円/人 定員20名
秦野市環境産業部環境共生課
森林里山担当
TEL:0463-82-9631

http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/
genre/1000000000407/index.html

19 4/29(月祝) くずはの家春のつどい 秦野市環境共生課
（くずはの家）

秦野市曽屋1137
くずはの家

グリーンオリエンテーリングや、自然
クラフト広場等を実施します。 一般 無料 当日受付

秦野市くずはの家
TEL:0463-84-7874

http://www.city.hadano.kanagawa.jp

20 5/4(土祝) 野鳥観察会 松田町自然館 松田町自然館
樹木園

自然館周辺で暮らす野鳥を観察し、生
活の様子を知りましょう。

一般 無料 松田町自然館
TEL:0465-82-7345

https://nisihira-park.org/sizen/

21 5/5(日祝)
生田緑地観察会
「植物」

川崎市
かわさき自然調査団

神奈川県川崎市多摩区
生田緑地

生田緑地内を散策しながら、植物を観
察します。 一般 無料 歩きやすい服装

雨天中止
かわさき宙と緑の科学館
TEL:044-922-4731

http://www.nature-kawasaki.jp

22
5/5(日祝)・6(月

振)
クレマチスフェア (公財)相模原市まち・み

どり公社
神奈川県相模原市
相模原麻溝公園

鉢植えの展示や花苗の販売等を通じ、
約230種8,000株のクレマチスを楽しみ
ます。

一般 無料 相模原麻溝公園管理事務所
TEL:042-777-3451

http://www.sagamiharashi-
machimidori.or.jp/park/asamizo

23 5/11(土)
名水と銘茶　森林セラピーガイド
と歩く心とカラダを癒す旅

表丹沢菩提里山づくりの
会

神奈川県秦野市内菩提地域
表丹沢野外活動センター～
葛葉の泉付近

森林セラピーガイドの案内で、市内菩
提地域の森林散策、ハンモック体験な
どを実施します。

一般 3,000円/人 定員20名
秦野市環境産業部環境共生課
森林里山担当
TEL:0463-82-9631

http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/
genre/1000000000407/index.html

24 5/12(日)
生田緑地観察会
「里山の自然」

川崎市
かわさき自然調査団

神奈川県川崎市多摩区
生田緑地

生田緑地内を散策しながら、緑地内の
自然を幅広く観察します。 一般 無料

歩きやすい服装
雨天中止

かわさき宙と緑の科学館
TEL:044-922-4731

http://www.nature-kawasaki.jp

新
潟
県

1
4/20(土)～
5/6(月振)

ミズバショウ解説活動
妙高高原自然保護官事務
所

新潟県妙高市
いもり池
(妙高戸隠連山国立公園)

ミズバショウの名所いもり池におい
て、環境省パークボランティアによる
自然解説活動を行います。

一般 無料

申込不要
ミズバショウ開花時期に
より期日変更の可能性あ
り

妙高高原自然保護官事務所
TEL:0255-86-2441

2 4/22(日)
観察会
「春の昆虫を見つけよう」

胎内昆虫の家
(胎内市生涯学習課)

施設と周辺の雑木林

昆虫の家周辺の林で、春の昆虫を観察
します。
雨天時は、ギフチョウの羽化観察で
す。

一般親子
施設入館料のみ
(一般410円、小中学
生260円)

13:30～15:00
歩きやすい服装で

胎内昆虫の家
TEL:254-48-3300

http://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/
kyoiku/bunka-sports/insect/index.html

3 4/29(月祝) 櫛形山脈山開き登山 胎内市商工観光課 櫛形山脈
日本一小さな山脈の山開き登山です。
7:30(予定)から安全祈願祭を行い、終
了後に登山を開始します。

どなたでも 無料
受付：胎内市役所
無料シャトルバスで登山
口まで移動

胎内市商工観光課
TEL:0254-43-6112

胎内市HP
http://www.city.tainai.niigata.jp/

4 5/12(日) 東山市民ハイキング
東山市民ハイキング実行
委員会 新潟県長岡市八方台

荻原健司さんをゲストに招き、ノルデ
ィックウォーク体験やハイキングを行
います。

長岡市民
300円
(保険料)

要事前申込
登山に適した服装・靴

長岡市スポーツ振興課
TEL:0258-32-6117

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/
cate12/sports/hiking.html

富
山
県

1
4/15(月)～
5/14(火)

「立山黒部アルペンルートの自
然」写真展

富山県ナチュラリスト協
会 富山空港ターミナルビル

ナチュラリストが撮った、立山黒部ア
ルペンルートの自然を紹介する写真展
を開催します。

一般 無料
詳細はHP参照
5/31(金)まで開催

富山県ナチュラリスト協会
TEL:076-491-2540

http://www.toyamav.net/~t_n_s1/

2 4/21(日)
五感クイズで里山散歩
「山菜を摘んで天ぷらも作ろう」 ねいの里 ねいの里 動植物の観察と山菜クッキングを楽し

みます。 小学生 100円 定員30名 ねいの里
TEL:076-469-5252

http://www.toyamap.or.jp/shizen/index.html

3 4/29(月祝)
自然観察会
「春の味覚とハンカチノキを探し
て」

太閤山ランド
ガイドボランティア

太閤山ランド
園内一円

園内３㎞の道のりを歩きながら、新緑
を楽しみます。 特になし 無料 定員30名 太閤山ランド

TEL:0766-56-6116
http://www.toyamap.or.jp/taikou-land/

4 5/5(日祝) 早朝バードウォッチング ねいの里 ねいの里 7:00～8:30のバードウォッチングで
す。

一般 無料 定員20名 ねいの里
TEL:076-469-5252

http://www.toyamap.or.jp/shizen/index.html

5 5/12(日) 愛鳥週間 ねいの里 野鳥の園 観察を通して、野鳥の理解を深めま
す。

小学生以上 無料 定員50名 ねいの里
TEL:076-469-5252

http://www.toyamap.or.jp/shizen/index.html

http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/genre/1000000000407/index.html
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/
https://nisihira-park.org/sizen/
http://www.nature-kawasaki.jp/
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/genre/1000000000407/index.html
http://www.nature-kawasaki.jp/
http://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/kyoiku/bunka-sports/insect/index.html
http://www.toyamav.net/~t_n_s1/
http://www.toyamap.or.jp/shizen/index.html
http://www.toyamap.or.jp/taikou-land/
http://www.toyamap.or.jp/shizen/index.html
http://www.toyamap.or.jp/shizen/index.html


石
川
県

1 4月中旬(日) さくら祭り 柳田植物公園 柳田植物公園駐車場特設会
場

奥能登桜の名所である園内には、4種
類620本の桜のもとステージイベント
を開催します。

どなたでも 無料 柳田植物公園
TEL:0768-76-1680

http://yanagida.main.jp/

2 4/20(土)
土曜日の研究室
「押し花レジンストラップ」 加賀市鴨池観察館 加賀市片野町

鴨池観察館
春の花を急速押し花にして、レジンで
封入します。 どなたでも

300円＋入館料
(高校生以下入館無
料)

受付:9:30～16:00
(11:30～13:00は受付休
止)

鴨池観察館
TEL:0761-72-2200

http://www.kagashi-ss.co.jp/kamoike/

3 4/20(土) 春の里山ハイキング (株)岸グリーンサービス
白山市
白山ろくテーマパーク
吉岡園地～福岡

里山に入り、なだらかな尾根を歩きま
す。
カタクリの花などの春の「妖精」に会
いにいきましょう。

小学校3年生以上
(小学生は保護者同
伴)

大人1,500円　高校
生以下1,000円

白山ろくテーマパーク
公園センター
TEL:076-272-3637

http://hakusanpark.com/

4 4/20(土)
ヤドカリ学級
「磯でヤドカリをつかまえよう」

のと海洋ふれあいセンタ
ー

鳳珠郡能登町字越坂3-47
のと海洋ふれあいセンター

ヤドカリの仲間を採集し、殻交換の様
子も観察します。 どなたでも

無料
高校生以上は入館料
200円

のと海洋ふれあいセンター
TEL:0768-74-1919

http://notomarine.jp/

5
4/20(土)・

21(日)
ファミリーチャレンジ
親子春物語

石川県立鹿島少年自然の
家

鹿島郡中能登町
石川県立鹿島少年自然の家

碁石の山の中へ家族で入って、山菜取
りを楽しもう！

小中学生を含む家
族、グループ 4,000円 定員80名(先着)

要事前申込、電話で受付
石川県立鹿島少年自然の家
tel:0767-77-2200

http://www.ishikawa-shizen.jp/kashima/
top.html

6 4/21(日) 春の花観察会 石川県森林公園
河北郡津幡町
石川県森林公園インフォメ
ーションセンター

春の花･植物を観察します。 小学生以上 無料 定員30名
歩きやすい服装

インフォメーションセンター
tel:076-288-6449

http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/

7 4/21(日)
緑と桜に親しむ旬間
「植物観察会」

石川県農林総合研究セン
ター林業試験場

白山市三宮町
林業試験場樹木公園

緑と自然に親しみ、森林への理解を深
めることを目的に、植物観察会を開催
します。

一般 無料 定員20名(先着)
要事前申込、電話で受付

林業試験場
TEL:076-272-0673

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ringyo/
index.html

8
4/25(木)～
5/14(火)

世界農業遺産
「のと里山里海写真展」

のと里山里海ミュージア
ム
七尾百景プロジェクト

能登歴史公園センター・レ
クリエーションルーム

能登の自然や祭礼、文化など能登の里
山里海を継承する環境や人々の営み
を、写真で紹介します。

一般 無料 5/31(金)まで開催
のと里山里海ミュージアム　　　
　　　　
TEL:0767‐57‐5100

http://noto-museum.jp

9 4/27(土)
ファミリーチャレンジ
「春の山菜・里菜ツアー！」 石川県立白山青年の家 白山市

石川県立白山青年の家
山菜・里菜とりと野外料理に、家族で
一緒にチャレンジしよう！

小中学生を含む家
族 800円 定員80名(先着)

要事前申込、電話で受付
石川県立白山青年の家
TEL:076-272-3695

http://www.hakusanseinen.jp/

10 4/27(土)
たけのこの会
竹林見学と竹の子堀り

加賀市スポーツ振興事業
団 橋立自然公園

公園内の竹林を散策して、竹の子堀り
の体験をします。

子供
親子
大人

500円 人数制限あり
詳細はHP参照

橋立自然公園管理棟
TEL:0761-72-1103

http://kaga-taikyou.or.jp/KSSA/
hashitate.html

11
4/27(土)～
4/28(日)

緑と花のフェスティバル2019
緑と花のフェスティバル
実行委員会

松任グリーンパーク内
身近な暮らしの中で、緑と花に親し
み、潤いと活力あるまちづくりを推進
する事業です。

一般 無料 詳細はHP参照 白山市公園緑地課
TEL:076-274-9560

http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/

12
4/27(土)～

28(日)

ファミリーチャレンジ
エンジョイ家族
春のキャンプ

石川県立白山ろく少年自
然の家

白山市
石川県立白山ろく少年自然
の家

家族でテント泊にチャレンジ！
新緑の春山を散策しよう！

小中学生を含む家
族

3,500円 定員40名(先着)
要事前申込、電話で受付

石川県立白山ろく少年自然の
家
TEL:076-256-7114

http://www.hakusan6.com/

13

4/27(土)～
5/6(月振)、
5/11(土)・

12(日)

カメラで虫撮り2019 加賀市鴨池観察館 加賀市片野町
鴨池観察館

観察館前のたんぼで見つけたいきもの
をカメラで撮ろう。
撮った写真は館内のいきものマップに
はります。

どなたでも 入館料
(高校生以下無料)

受付10:00～16:00
荒天中止
カメラ貸出あり

鴨池観察館
TEL:0761-72-2200

http://www.kagashi-ss.co.jp/kamoike/

14 4/28(日)
歴史探訪
河内庄吉岡の歴史探訪 白山ろく民俗資料館 白山市吉岡 吉岡の境明神と、上洛した佐羅宮の御

輿の通った道を訪ねます。 一般 300円 歩きやすい服装 白山ろく民俗資料館
TEL:076-259-2665

http://www.pref.ishikawa.jp/
hakusanminzoku/

15 4/29(月祝) 第35回県民みどりの祭典 石川県
津幡町鳥越
石川県森林公園
緑化の広場

緑化活動を通じた健全な青少年の育成
や、県民参加の森づくりの推進を目的
とし、功労者の表彰や緑の少年団の交
流等を行います。

一般 無料
石川県森林管理課森林企画G
TEL:076-225-1642

http://www.pref.ishikawa.jp/shinrin/
index.html

16 4/29(月祝)
ファミリーチャレンジ
海で遊ぼうPart１

石川県立能登少年自然の
家

鳳珠郡能登町
石川県立能登少年自然の家

春の海を満喫！
大型カヌーで親子で漕ぎ出そう！！

小中学生を含む家
族 1,000円 定員90名(先着)

要事前申込、電話で受付
石川県立能登少年自然の家
TEL:0767-77-2200

http://www.ishikawa-shizen.jp/noto/top.html

http://yanagida.main.jp/
http://hakusanpark.com/
http://notomarine.jp/
http://www.ishikawa-shizen.jp/kashima/top.html
http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ringyo/index.html
http://noto-museum.jp/
http://www.hakusanseinen.jp/
http://kaga-taikyou.or.jp/KSSA/hashitate.html
http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/
http://www.hakusan6.com/
http://www.pref.ishikawa.jp/shinrin/index.html
http://www.ishikawa-shizen.jp/noto/top.html


17 4/29(月祝)
森林セラピーアクト
親子で森の癒やし体験！ 石川県森林公園

河北郡津幡町
石川県森林公園インフォメ
ーションセンター

医師といっしょに森林セラピーロード
を歩き、木とふれあう体験をします。 小学生以上の親子

大人2,000円、
こども1,000円

定員10組
歩きやすい服装

インフォメーションセンター
TEL:076-288-6449

http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/

18 4/29(月祝)
ありがとう平成！
よろしく新時代！
白山眺望ウオーク2019

小松市 木場潟公園中央園地メモリ
アル広場

新元号をお祝いし、健康づくりを家族
や友人等と楽しむウオーキングイベン
トです。

一般 無料 歩きやすい服装
要申込

小松市いきいき健康課
TEL:0761-24-8161

https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/
ikiikikenkou/ibentozyouhou/8830.html

19
5/1(水祝)・6日
(月振)・11日
(土)・12日(日)

市ノ瀬ガイドウォーク

石川県白山自然保護セン
ター
白山自然ガイドボランテ
ィア友の会

白山市白峰（市ノ瀬）
市ノ瀬ビジターセンター

白山自然ガイドボランティアや職員
が、市ノ瀬の自然を案内します。 一般 無料

事前申込不要
ただし参加者20名以上の
場合は要事前連絡

市ノ瀬ビジターセンター
TEL:076-259-2504

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
index.html

20
5/1(水祝)～
14(火)の土日祝
日

中宮ガイドウォーク
石川県白山自然保護セン
ター・白山自然ガイドボ
ランティア友の会

白山市中宮
中宮展示館

白山自然ガイドボランティアや職員
が、中宮の自然を案内します。

一般 無料

事前申込不要
ただし参加者20名以上の
場合は要事前連絡
白山白川郷ホワイトロー
ド通行止めのため、開館
時期は未定

中宮展示館
TEL:076-256-7111

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
index.html

21 5/3(金祝)
史跡を訪ねるつどい
いするぎウォーク

石動山を護る会
中能登町教育委員会

鹿島郡中能登町石動山
能登歴史公園

山岳信仰の拠点であった石動山の歴史
と、自然に触れながら公園内を散策し
ます。

一般 無料 歩きやすい服装
中能登町教育委員会教育文化
課
TEL:0767-74-2735

22
5/3(金祝)・

5/4(土祝)
河内ふじ祭り 河内地区祭り実行委員会

白山市
白山ろくテーマパーク
吉岡園地

美しい藤棚に囲まれた中で、地場市場
が開催され、ライブなどのステージイ
ベントも盛りだくさんです。

一般 無料
白山ろくテーマパーク
公園センター
TEL:076-272-3637

http://hakusanpark.com/

23 5/5(日祝) 第33回猿鬼歩こう走ろう健康大会 猿鬼歩こう走ろう健康大
会実行委員会

鳳珠郡能登町
柳田運動公園

猿鬼伝説が息づく能登の里山で、のと
キリシマツツジや木々の緑を楽しみな
がら、ランニング・ウォーキングを楽
しめます。

どなたでも
歩こうの部1,500
円、
走ろうの部3,000円

能登町教育委員会
TEL:0768-72-2509

http://www.town.noto.lg.jp/www/event/
detail.jsp?common_id=8754

24 5/5(日祝) 春の原生林探訪 石川県県民の森 加賀市
石川県県民の森

県民の森の最奥のシャクナゲ・ブナの
原生林を探索します。

一般
小学5年生以上の
親子
※健脚な方

500円 定員30名 県民の森事務所
TEL:0761-78-3883

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankou/
kenmin_no_mori.html

25 5/11(土) 青葉ウォーク
自然観察散策

加賀市スポーツ振興事業
団 橋立自然公園 野鳥や昆虫、植物を観察し、自然につ

いて学びながら園内を散策します。

子供
親子
大人

無料
人数制限あり
詳細はHP参照

橋立自然公園管理棟
TEL:0761-72-1103

http://kaga-taikyou.or.jp/KSSA/
hashitate.html

26 5/11(土) 里山自然学校 能美の里山ファン倶楽部 能美市こくぞう里山公園交
流館

山、川の生き物観察、川遊びなどを行
います。 小学生 主催者に要確認 活動場所変更の場合有り

事前に主催者に確認を
能美の里山ファン倶楽部
TEL:0761-51-2308

http://www.nominosatoyama.com/

27
5/11(土)～

12(日)

オールシーズンチャレンジ
変身！碁レンジャー
春風を感じて

石川県立鹿島少年自然の
家

鹿島郡中能登町
石川県立鹿島少年自然の家

サツマイモ植え、アウトドアゲーム、
野外炊さんを仲間とともに楽しもう！

小学4～6年 4,000円
定員50名
要事前申込(電話で受
付)、締切4/23

石川県立鹿島少年自然の家
TEL:0767-77-2200

http://www.ishikawa-shizen.jp/kashima/
top.html

28 5/12(日)
親子で散策
自然観察体験 石川県県民の森 加賀市

石川県県民の森
山菜を探しながら、園内の軽登山道を
ウォーキングします。 小学生の親子 500円 定員10組 県民の森事務所

TEL:0761-78-3883
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankou/
kenmin_no_mori.html

29 5/12(日)
鴨池たんぼクラブ
田植えしよっさ

鴨池観察館友の会 加賀市片野町
鴨池観察館

江戸時代からつづく鴨池のたんぼで、
田植えをしませんか。

どなたでも 入館料
(高校生以下無料)

定員20名
9:30～11:30
荒天中止

鴨池観察館
TEL:0761-72-2200

http://www.kagashi-ss.co.jp/kamoike/

1 4/20(土)
早めに自由研究スタート！
①貝殻を探してみよう

福井県海浜自然センター 福井県美浜町
坂尻海岸

春の海岸を散策しながら大小様々、カ
ラフルな貝殻を拾います。

どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

100円 定員30名
要事前申込

福井県海浜自然センター
TEL:0770-46-1101

http://fcnc.jp/

http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/
https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/ikiikikenkou/ibentozyouhou/8830.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html
http://hakusanpark.com/
http://www.town.noto.lg.jp/www/event/detail.jsp?common_id=8754
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankou/kenmin_no_mori.html
http://kaga-taikyou.or.jp/KSSA/hashitate.html
http://www.nominosatoyama.com/
http://www.ishikawa-shizen.jp/kashima/top.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankou/kenmin_no_mori.html
http://www.1122334/


福
井
県

2 4/20(土)
早めに自由研究スタート！
②貝殻標本を作ってみよう

福井県海浜自然センター 福井県美浜町
坂尻多目的センター

貝殻の名前を調べ、標本を作ります。
どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

100円

定員30名
要事前申込
※参加するには①貝殻を
探してみように参加が必
要

福井県海浜自然センター
TEL:0770-46-1101

http://fcnc.jp/

3 4/27(土)
春の砂浜で生きものを探してみよ
う

福井県海浜自然センター 福井県高浜町
和田海岸

砂浜の生きものを小型の地引網やタモ
網で採集して、観察します。

どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

100円
定員40名
要事前申込

福井県海浜自然センター
TEL:0770-46-1101

http://fcnc.jp/

4 4/28(日)
天文教室
「春の星座めぐり」 福井県自然保護センター 福井県自然保護センター観

察棟

春の夜空に見ることができる星座や天
体をプラネタリウムで学習した後に、
本物の星空を観望します。

小学校4年生以上 無料 定員40名
要事前申込

自然保護センター
TEL:0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

5
4/29(月祝)、

5/5(日祝)・6(月
振)

特別天体観望会
「星空観望ゴールデンウィーク　
～春の銀河とみずがめ座流星群
～」

福井県自然保護センター 福井県自然保護センター観
察棟

春の天体を中心に、望遠鏡ではおとめ
座近くの銀河、野外では春の星座を解
説を聞きながら観望します。

一般 無料 自然保護センター
TEL:0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

6 4/29(月祝) 三十三間山山開き 若狭町 三十三間山登山道駐車場
県内外の愛好家も多く、福井県を代表
する山のひとつ「三十三間山」で山開
き・祈念登山を実施します。

一般 無料 歩きやすい服装
若狭町観光未来創造課  観光
交流室
TEL:0770-45-9111

7 4/29(月祝) 新緑登山 坂井市山岳協会
丸岡山の会

坂井市丸岡町
坂井市丸岡町にある丈競山(1,045m)の
新緑を感じながら山頂を目指します(片
道5km)。

健康な方 1,000円
(バス代・保険代)

丸岡山の会・事務局
TEL:090-2378-8321 http://joncoro.main.jp/maruokayamanokai/

8 5/6(月振)
プランクトンの世界をのぞいてみ
よう 福井県海浜自然センター

福井県若狭町
海浜自然センター

若狭湾の様々なプランクトンを専用の
網ですくって、顕微鏡で観察します。

どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

100円 定員20名
要事前申込

福井県海浜自然センター
TEL:0770-46-1101

http://fcnc.jp/

山
梨
県

1
4/20(土)、

5/8(水)
森林セラピー®

武田の杜サービスセンタ
ー

武田の杜内
健康の森

森林セラピー基地の認定を受けている
健康の森で、セラピー体験。
名物セラピー弁当と名湯！
湯村温泉入浴でトリプルリフレッシ
ュ！

一般 3,500円 定員10名
武田の杜サービスセンター
TEL:055-251-8551

http://y-zouen.jp/takeda/

2 4/21(日) 春の自然観察会 南アルプス市 山梨県南アルプス市
エコパ伊奈ヶ湖

暖かくなった伊奈ヶ湖を散策します。
南アルプスの春を一緒に発見しましょ
う♪

小学生以上
300円
(保険料)

エコパ伊奈ヶ湖
TEL:055-283-8700

https://ecopa-inagako.jp/

3 4/21(日) 第38回深田祭 深田祭実行委員会 深田記念公園
深田久弥氏の遺徳を偲ぶ碑前祭と、ガ
イド付きトレッキングやトレランツア
ー等、登山イベントを開催します。

一般 大人1,000円、
中学生以下500円

韮崎市観光協会
TEL:0551-22-1991

http://www.nirasaki-kankou.ne.jp

4 4/27(土) 西沢渓谷山開き 山梨市観光協会三富支部
山梨県山梨市
西沢渓谷バス停先広場

山登りの安全を祈願し、国内屈指の美
しさを誇る渓谷で、ハイキングを楽し
みます。

一般 無料
渓谷ガイド無料案内、森
林セラピーミニ体験など
イベント有

山梨市観光課
TEL:0553-22-1111

http://www.yamanashishi-kankou.com

5 4/28(日) 新緑の中でのバードウォッチング 武田の杜サービスセンタ
ー

武田の杜内
健康の森

新緑の中の森を散策しながら、バード
ウォッチングを楽しみます。

一般 無料 定員10名 武田の杜サービスセンター
TEL:055-251-8551

http://y-zouen.jp/takeda/

6 5/3(金祝) 山菜を楽しむ会
武田の杜サービスセンタ
ー

武田の杜内
健康の森

山菜について学び、健康の森で山菜採
りを楽しみます。 一般 無料 定員20名

武田の杜サービスセンター
TEL:055-251-8551

http://y-zouen.jp/takeda/

1 4/20(土) 野鳥観察会 中野市立博物館 中野市周辺 中野市周辺の野鳥たちの姿や、暮らし
ぶりを観察します。

一般 無料 要事前申込 中野市立博物館
TEL:0269-22-2005

http://www.city.nakano.nagano.jp/city/
hakubutukan/index.htm

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
http://y-zouen.jp/takeda/
http://www.city.nakano.nagano.jp/city/hakubutukan/index.htm


長
野
県

2 4/20(土) 神代桜と飯縄里宮訪問 飯綱高原観光協会
ボランティアガイド会 飯綱高原・芋井地区

樹齢1200年といわれる「神代桜」と、
飯縄里宮を訪ねて里山の遅い春と歴史
にふれてみませんか。

一般 大人300円、
小学生以下無料

歩きやすい服装で
(一社)飯綱高原観光協会
TEL:026-239-3185

http://www.iizuna-navi.com

3 4/27(土) 植物観察会 中野市立博物館
北信濃ふるさとの森文化公
園内

文化公園内を回り、年間を通して植物
が花から実になるまでを観察します。 一般 無料 要事前申込

中野市立博物館
TEL:0269-22-2005

http://www.city.nakano.nagano.jp/city/
hakubutukan/index.htm

4 4/27(土) 第51回上高地開山祭 上高地開山祭実行委員会 上高地 河童橋のたもとにて今シーズンの幕開
けを祝い、山の安全を祈願します。 一般 無料

野宴(有料)では、振舞酒
や記念品あり。

上高地開山祭実行委員会
TEL:0263-94-2221

5
4/27(土)～
5/6(月振)

水芭蕉ガイドツアー のりくら観光協会 乗鞍高原 水芭蕉が咲く春の乗鞍高原を、地元の
ガイドがわかりやすくご案内します。 一般 有料 各日定員20名

のりくら高原観光案内所
TEL:0263-93-2147

https://norikura.gr.jp/product/mizubasyo-
guide-tour/

6
4/29(月祝)～

5/14(火)
信濃路自然歩道ハイキング 草軽交通株式会社 信濃路自然歩道 信濃路自然歩道を散策コース、ハード

コースの2コースからハイキング。 一般 大人2,000円、
小人1,200円

軽食付
6/9(日)まで開催

草軽交通軽井沢バス営業所
TEL:0267-42-2441

7 5/5(日祝) 地附山トレッキング
地附山トレッキングコー
ス愛好会 地附山

「善光寺の裏庭」地附山の歴史道をト
レッキング。
花と新緑の中、爽やかな風を感じて歩
きます。

どなたでも 無料 8:00～
地附山トレッキングコース愛
護会
TEL:090-8326-5629

8 5/5(日祝) 春の柄山峠トレッキング 鬼無里観光振興会 長野市鬼無里
日本海へつながっていた峠道「柄山
峠」を、楽しくトレッキングしましょ
う。

小学４年生以上 一般1,500円、
小学生800円

定員25名(先着)
鬼無里観光振興会
TEL:026-256-3188

kinasatiku@tgk.janis.or.jp

9 5/11(土)
新緑の飯綱高原
リュウキンカとニリンソウ

飯綱高原観光協会
ボランティアガイド会 飯綱高原

新緑の飯綱高原で鮮やかな黄色のリュ
ウキンカや、風に揺れる白く可憐なニ
リンソウ等の観察をします。

一般
大人300円、
小学生以下無料 歩きやすい服装で

(一社)飯綱高原観光協会
TEL:026-239-3185

http://www.iizuna-navi.com

10 5/11(土) 豊田の石仏を調べよう 中野市立博物館 中野市豊田地区
豊田地域に点在する石造文化財の調査
を行います。 一般 無料 要事前申込

中野市立博物館
TEL:0269-22-2005

http://www.city.nakano.nagano.jp/city/
hakubutukan/index.htm

11 5/12(日)
水芭蕉と新緑のブナ原生林ウォー
ク

鬼無里観光振興会 長野市鬼無里
奥裾花自然園

国内有数の水芭蕉大群落の観照と、幹
周り4ｍを超える巨木が芽吹く爽やか
なブナ原生林を歩きます。

小学生以上 一般1,500円、
小学生800円

定員25名(先着)
鬼無里観光振興会
TEL:026-256-3188

kinasatiku@tgk.janis.or.jp

12 5/12(日) どんぐり返し(植樹祭) 軽井沢町教育委員会 町内の国有林
子ども達が拾い集めたドングリ・トチ
の実が、苗木として育ちました。
軽井沢の山へ植樹します。

一般 無料

持ち物：雨具、タオル、
昼食
服装：長靴・軍手等(作業
のできる服装)

軽井沢町教育委員会生涯学習
課
TEL:0267-45-8695

https://www.town.karuizawa.lg.jp/

13 5/12(日)
エコスクール
「二ツ山・鉢伏山でシカの角を探
そう！(現地学習会) 」

松本市
松本市
鉢伏山～二ツ山周辺

美ヶ原高原ロングトレイルで、シカの
角を探すトレッキングを行います。
(4/13と連続講座)

小3～中学生とその
保護者

定員20名
(3月に募集開始)

松本市環境政策課
TEL:0263-34-3268

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/
shisei/kankyojoho/kankyo_kyoiku/
kankyo_kyoiku.html

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

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

http://www.iizuna-navi.com/
http://www.city.nakano.nagano.jp/city/hakubutukan/index.htm
mailto:kinasatiku@tgk.janis.or.jp
http://www.iizuna-navi.com/
http://www.city.nakano.nagano.jp/city/hakubutukan/index.htm
https://www.town.karuizawa.lg.jp/
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-760/documents/kontena.pdf


静
岡
県

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

愛

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/

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/

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/
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/


愛
知
県 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

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/

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/

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
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/


三
重
県

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

滋
賀
県

1 4/21(日) 自然観察会 栗東自然観察の森

栗東市安養寺178-2
栗東自然観察の森　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

森を散策し、季節の植物や昆虫を指導
員やボランティアと一緒に、観察しま
す。

どなたでも 無料 申込不要
歩きやすい服装

栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

www.city.ritto.lg.jp

2 4/28(日) ミニクラフト 栗東自然観察の森

栗東市安養寺178-2
栗東自然観察の森　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

森の素材を使って、ミニクラフトを楽
しみます。 どなたでも 100円 申込不要

栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

www.city.ritto.lg.jp

3
4/29(月祝)、
5/5(日祝)

ツリーイング
～木のぼり体験～

木のぼりクラブ　グリー
ンディ

近江富士花緑公園
森林(もり)のわくわく学習
館横

インストラクターの指導の下、ロープ
を使った木のぼりを体験します。

小学生以上、
親子も可 2,000円

要事前申込
各回定員8名
1日3回(10:00、13:00、
14:30)、1回1時間半

近江富士花緑公園
TEL:077-586-1930

www.ohmitetudo.co.jp/karyoku/

4
5/2(木休)・3(金

祝)
カヌー体験教室 びわ湖こどもの国 園内湖岸～沖

一人乗りのカヌーに乗って、雄大な琵
琶湖をゆったりと漕ぎ進んでいただけ
ます。

小学１年～大人
(小学校低学年は保
護者同伴)

1,500円～
びわ湖こどもの国
TEL:0740-34-1392

http://www.biwa.ne.jp/~kodomo92/

5 5/3(金祝) 自然観察会 栗東自然観察の森

栗東市安養寺178-2
栗東自然観察の森　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

森を散策し、季節の植物や昆虫を指導
員やボランティアと一緒に、観察しま
す。

どなたでも 無料 申込不要
歩きやすい服装

栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

www.city.ritto.lg.jp

6 5/5(日祝) 自然観察会 栗東自然観察の森

栗東市安養寺178-2
栗東自然観察の森　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

森を散策し、季節の植物や昆虫を指導
員やボランティアと一緒に、観察しま
す。

どなたでも 無料 申込不要
歩きやすい服装

栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

www.city.ritto.lg.jp

7 5/11(土) 養鱒の里で親子ふれあい体験 滋賀県漁業協同組合連合
会 滋賀県立醒井養鱒場 釣り体験を楽しんで、大人気のニジマ

スイクラ丼を食べよう。
幼・小・中学生と
保護者

こども2,000円、
大人1,400円

定員こども20名
要事前申込

醒井養鱒場
TEL:0749-54-0301

http://samegai.siga.jp/

8 5/12(日) 親子観察会 栗東自然観察の森

栗東市安養寺178-2
栗東自然観察の森　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

小さな子どもが自然に関心を持つきっ
かけになるような、散策を主にした観
察会です。

こどもと保護者 無料
申込不要
歩きやすい服装

栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

www.city.ritto.lg.jp

9 5/12(日) ミニクラフト 栗東自然観察の森
栗東市安養寺178-2
栗東自然観察の森　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

森の素材を使って、ミニクラフトを楽
しみます。 どなたでも 100円 申込不要

栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

www.city.ritto.lg.jp

1 4/20(土) 西山ファミリー環境探検隊 西山森林整備推進協議会 長岡京市西山キャンプ場周
辺

小学生を対象とした、体験型環境教育
を行います。 小学生の親子

300円
(保険料込)

要事前申込
定員15組50名程度(先着)
雨天延期：4/21(日)

長岡京市環境政策室
TEL:075-955-9542

http://www.nishiyama-shinrin.com/

2 4/20(土)
ボランティア活動
花いっぱい大作戦の会
～花壇の手入れ～

けいはんな記念公園
けいはんな記念公園
芝生広場
集合場所：水景園受付前

花をいっぱい咲かせるためのボランテ
ィア活動をします。
4月は、ひまわり花壇づくりで、土の
耕展、種まき、水やりを行います。

どなたでも
(未就学児は保護者
同伴)

無料

10:00～12:00
集合：水景園受付前
雨天時要問合せ
持ち物：軍手、汚れても
いい服装
※活動詳細はメーリング

けいはんな記念公園
TEL:0774-93-1200
FAX:0774-93-2688
MAIL:info@keihanna-park.jp

https://keihanna-park.net/

3 4/21(日) 春の自然教室 京都御苑管理事務所、
国民公園協会京都御苑

京都御苑 春に見られる動植物について、講師の
解説を聞きながら苑内を散策します。

一般 100円 小雨決行、ただし、気象
警報の発令時は中止

国民公園協会京都御苑
TEL:075-211-6364

http://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/

http://www.zc.ztv.ne.jp/miemori/index.html
http://www.zc.ztv.ne.jp/miemori/index.html
http://www.city.ritto.lg.jp/
http://www.city.ritto.lg.jp/
http://www.ohmitetudo.co.jp/karyoku/
http://www.biwa.ne.jp/~kodomo92/
http://www.city.ritto.lg.jp/
http://www.city.ritto.lg.jp/
http://samegai.siga.jp/
http://www.city.ritto.lg.jp/
http://www.city.ritto.lg.jp/
http://www.nishiyama-shinrin.com/
https://www.taiyougaoka-sportsclub.com/


京
都
府

4
4/21(日)～
5/6(月振)

春の和の花展 (公財)京都市都市緑化協
会

梅小路公園「朱雀の庭」
梅小路公園内の庭園において、絶滅危
惧種を含む京都ゆかりの山野草などの
「和の花」を屋外展示します。

どなたでも 入園料200円 4/20(土)は休園日 梅小路公園
TEL:075-352-2500

http://www.kyoto-ga.jp/

5
4/21(日)・29(月

祝)、
5/4(土祝)

小枝のクラフト 山城総合運動公園
山城総合運動公園
遊びの森付近 自然の素材を使って、作品を作ろう。 どなたでも 100円/1作品

山城総合運動公園体育館管理
事務所
TEL:0774-24-1313

https://www.taiyougaoka-sportsclub.com/

6 4/27(土) 春の自然散策会
(公財)舞鶴市花と緑の公
社 舞鶴自然文化園

自然文化園とその周辺を散策し、採取
した山野草を天ぷらにして食し、春の
自然の恵みを実感します。

どなたでも 300円 先着20名 舞鶴市花と緑の公社
TEL:0773-68-1187

https://maizuru-hanamidori.com/

7 4/29(月祝) 元気っ子集まれフェスティバル！ 山城総合運動公園 山城総合運動公園
ふれあいの森

遊具やパフォーマンスステージ、飲食
の出店を予定しています。 どなたでも 一部有料 詳細はHP参照

山城総合運動公園体育館管理
事務所
TEL:0774-24-1313

https://www.taiyougaoka-sportsclub.com/

8 4/29(月祝) 緑のウォークラリー 山城総合運動公園 山城総合運動公園 宇治市植物公園と連携したウォークラ
リーです。 どなたでも 無料

山城総合運動公園体育館管理
事務所
TEL:0774-24-1313

https://www.taiyougaoka-sportsclub.com/

9 4/29(月祝)
おりがみヒコーキをつくって飛ば
そう！ 山城総合運動公園 山城総合運動公園

遊びの森付近
色んなおり方で、どこまで飛ばせるか
ためしてみよう。 どなたでも 100円

山城総合運動公園体育館管理
事務所
TEL:0774-24-1313

https://www.taiyougaoka-sportsclub.com/

10 4/29(月祝) みどりの中deミニコンサート 山城総合運動公園 山城総合運動公園
遊びの森付近

おやじバンドによる、懐かしいフォー
クソングの演奏会です。

どなたでも 観覧無料
山城総合運動公園体育館管理
事務所
TEL:0774-24-1313

https://www.taiyougaoka-sportsclub.com/

11 5/2(木休) 親子ふれあいサッカー教室 山城総合運動公園 山城総合運動公園
球技場B

芝生のコートで、親子で楽しくサッカ
ーをプレーしよう。

年長～小学4年生
と保護者

1,000円/1組 申込はHPより(後日開始)
山城総合運動公園体育館管理
事務所
TEL:0774-24-1313

https://www.taiyougaoka-sportsclub.com/

12
5/3(金祝)・4(土

祝)
アースデイ丹後2019

NPO法人地球デザイン
スクール

宮津市
京都府立丹後海と星の見え
る丘公園

アースデイは「地球に感謝し、行動す
る日」。
海や森、食の体験を通して環境につい
て学びます。

幼児以上 入場無料 プログラムにより有料
京都府立丹後海と星の見える
丘公園
TEL:0772-28-9111

https://earthday-tango.jimdo.com/

13
5/3(金祝)・

5/4(土祝)
梅小路公園グリーンフェア2019春 (公財)京都市都市緑化協

会
梅小路公園

緑のボランティア団体による活動紹介
や、花の即売、自然観察会等の緑に関
連した催しを実施します。

どなたでも 梅小路公園
TEL:075-352-2500

http://www.kyoto-ga.jp/

14
5/3(金祝)～5日

(日祝)
20th「新緑祭」

京都府、
(株)設計京北(指定管理
者)

STIHLの森京都
(府民の森ひよし)

緑とふれあい、森林を学ぶ、家族みん
なで楽しめるイベントが目白押し！ 一般 一部有料 詳細はHP参照

STIHLの森京都
TEL:0771-72-1339

http://forest-hiyoshi.jp/

15 5/4(土祝) 春のこどもフェスタ (公財)舞鶴市花と緑の公
社

舞鶴自然文化園 芝生広場で動物とふれあったり、親子
で一緒に遊ぶイベント

どなたでも 無料 舞鶴市花と緑の公社
TEL:0773-68-1187

https://maizuru-hanamidori.com/

16 5/5(日祝) ツリークライミング教室 丹波自然運動公園 丹波自然運動公園
こどもの広場

専用のロープを使用して木に登ってみ
よう！
(丹波ちびっこまつり同日開催)

小学生以上 1,000円 定員80名
要事前申込　

丹波自然運動公園
TEL:0771-82-0300

Http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/

17 5/5(日祝) 探鳥会 山城総合運動公園 山城総合運動公園 公園内に生息する野鳥を観察しよう。 どなたでも 無料
山城総合運動公園体育館管理
事務所
TEL:0774-24-1313

https://www.taiyougaoka-sportsclub.com/

http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/
https://maizuru-hanamidori.com/
http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/
http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/
http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/
https://www.taiyougaoka-sportsclub.com/
https://keihanna-park.net/
http://www.city.kyotango.lg.jp/
https://maizuru-hanamidori.com/
http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/
https://keihanna-park.net/


18 5/5(日祝) うみほしDAY
NPO法人地球デザイン
スクール

宮津市
京都府立丹後海と星の見え
る丘公園

月に1度の特別な日曜日。
自然散策や、ワークショップなどお楽
しみください！

幼児以上 入場無料 プログラムにより有料
京都府立丹後海と星の見える
丘公園
TEL:0772-28-9112

http://www.eco-future-park.jp/

19 5/11(土) 府民空山探鳥会 日本野鳥の会京都支部、
まいづる環境市民会議 空山 トレッキングをしながら、探鳥会を行

います。 どなたでも 無料
まいづる環境市民会議事務局
TEL:0773-66-1064

20 5/11(土) 草月流いけばな教室 けいはんな記念公園 けいはんな記念公園
ビジターセンター研修室

個性を尊重し、自由な表現を求める
「草月流」のいけばな教室です。
初心者の方、経験者の方、資格を取り
たい方、どなたでもご指導します。

どなたでも
3,500円
(花材費込)

3日前までに要事前申込
持ち物：花鋏・花袋・筆
記具

けいはんな記念公園
TEL:0774-93-1200
FAX:0774-93-2688
MAIL:info@keihanna-park.jp

https://keihanna-park.net/

21 5/12(日)
ネイチャーパーク＠らくさい
～新林池公園～

京都市西京区役所洛西支
所

京都市西京区大枝西新林町
三丁目2
新林池公園

洛西ニュータウンの緑豊かな公園で実
施する、冒険遊び場(プレイパーク)と
併せて、洛西地域の生物多様性を学ぶ
ことができる自然観察会・昆虫食体験
を実施します。

小～中学生くらい
までとその保護者 無料

自然観察会・昆虫食体験
(11:00～・13:00～)のみ
要事前申込
各回先着20名

京都市西京区役所洛西支所 地
域力推進室 総務・防災担当
TEL:075-332-9185
FAX:075-332-8188
MAIL:raku-
chiikiryoku@city.kyoto.lg.jp

https://www.city.kyoto.lg.jp/nisikyo/page/
0000231541.html

1
4/15(月)～
5/13(月)

春の企画展
「色あつめ」

メイプルハーツ企業共同
体
箕面公園昆虫館

箕面市
箕面公園昆虫館

チョウを中心に「宝石の色」等のテー
マごとに集めた昆虫を、色の名前や意
味と合わせてお楽しみください。

一般 高校生以上270円、
中学生以下無料

障がい者手帖の提示で本
人と介助者1名無料
1/16(水)から開催

箕面公園管理事務所
TEL:072-721-3014
昆虫館　
TEL:072-721-7967

http://www.mino-park.jp/

2
4/15(月)～
5/13(月)

生体企画展
「八重山の昆虫たち」

メイプルハーツ企業共同
体
箕面公園昆虫館

箕面市
箕面公園昆虫館

八重山諸島は本土では見られない亜熱
帯の生き物がたくさん。
おもしろく魅力的な虫たちを紹介しま
す。

一般
高校生以上270円、
中学生以下無料

障がい者手帖の提示で本
人と介助者1名無料
1/16(水)から開催

箕面公園管理事務所
TEL:072-721-3014
昆虫館　
TEL:072-721-7967

http://www.mino-park.jp/

3
4/15(月)～
4/30(火休)

つばき展 山田池公園管理事務所
枚方市
山田池公園 花しょうぶ園

肥後六花の一つ「肥後椿」等、シリー
ズ「日本の伝統園芸植物展」として
様々な椿を展示します。

一般 無料 4/8(月)から開催
山田池公園管理事務所
TEL:072-851-4761

http://yamadaike.osaka-park.or.jp/

4
4/16(火)・

21(日)
春の自然観察会

錦織公園指定管理グルー
プ

富田林市
錦織公園

河内の里の花々をご案内します。
春の草花を観察しながら、里内を巡り
ます。

一般 無料
定員15名(先着)
公園窓口及び電話にて受
付

錦織公園管理事務所
TEL:0721-24-1506
FAX:0721-24-0240

http://nishikori-park.jp/

5 4/18(木) ふれるガーデニング教室 堺市都市緑化センター 堺市都市緑化センター
ガーデンアドバイザーが付き、センタ
ー内を散策しながら植物について学び
ます。

一般 無料 定員なし 堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

6 4/20(土) 春の草花遊び 枚岡公園管理事務所 東大阪市
枚岡公園

春の草花を使って、草笛や花飾りなど
の草花遊びと、枚岡公園の桜広場や梅
林のタンポポを観察します。

一般
大人300円、
小人100円

定員25名(先着)
4/1(月)から電話にて受付

枚岡公園管理事務所
TEL:072-981-2516　 http://hiraoka.osaka-park.or.jp/

7 4/20(土)
タケノコ掘りを楽しんで公園をつ
くろう！
～竹林管理体験～

府・泉佐野丘陵緑地パー
ククラブ

泉佐野市
泉佐野丘陵緑地

泉佐野丘陵緑地の公園ボランティア
「パーククラブ」と、タケノコ掘りを
楽しみながら竹林管理を学びましょ
う。

一般 未定

メール及び窓口、電話に
て受付
雨天は21日に順延

泉佐野丘陵緑地パークセンタ
ー
TEL:072-467-2491

http://izumisano-kyuryo.jp/

8
4/20(土)・

21(日)
春の芽出し盆栽展 堺市都市緑化センター 堺市都市緑化センター 春の芽出し盆栽の魅力を伝える展示会

です。 一般 無料 定員なし 堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

9 4/20(土)
自然ふしぎ発見クラブ
「竹のふしぎ発見と地下茎の観
察」

eMIRAIE環境交流セン
ター

豊中市
千里緑地

公園内の竹林で竹とその地下茎を観察
し、実際に掘る体験もします。

5歳以上と保護者 無料
定員25家族
要事前申込:4/2(火)から受
付

eMIRAIE環境交流センター
TEL:06-6844-8611

https://kankyokoryu.jp/

https://keihanna-park.net/
https://www.city.kyoto.lg.jp/nisikyo/page/0000231541.html
http://www.mino-park.jp/
http://www.mino-park.jp/
http://yamadaike.osaka-park.or.jp/
http://nishikori-park.jp/
http://www.sakai-hanatebako.org/
http://hiraoka.osaka-park.or.jp/
http://izumisano-kyuryo.jp/
http://www.sakai-hanatebako.org/
https://kankyokoryu.jp/


大
阪
府

10 4/20(土)
森の学習
～春の草花の観察～ 堺自然ふれあいの森 堺市南区

堺自然ふれあいの森

花の形にはいろいろありますが、春の
森にはどんな形の花が咲いているの
か、一緒に調べてみましょう。

小学生と保護者 200円 定員15名
要事前申込

堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

11 4/21(日) 春祭り 紀泉わいわい村 紀泉わいわい村 バームクーヘン作り、五平餅作り、豚
汁販売、クラフト体験等を行います。 一般

無料
(各プログラムは有
料)

紀泉わいわい村
TEL:072-485-0661

https://www.osakaymca.or.jp/shisetsu/
kisenwaiwaimura/

12
4/21(日)
5/11(土)

生きもの調査員養成連続講座 茨木市

4/21(日):男女共生センター
ローズAWAM、
5/11(土):東海自然歩道(茨木
市泉原)周辺

4/21(日):茨木市の水辺の生き物とその
多様性
5/11(土):林で見られる生きもの観察

一般 無料

4/21(日)　定員60名
要事前申込
5/11(土)　定員20名
要事前申込

茨木市環境政策課
TEL:072-620-1644

13
4/21(日)・

27(土)、5/4(土
祝)・12(日)

Family Nature Program
石川で魚とり観察会(中流編) 石川河川公園管理事務所

羽曳野市
石川河川公園
・里の広場
・公園管理事務所前
のどちらか(前日連絡)

魚のとり方のコツを踏まえて、実際に
捕まえてみましょう。
生きものとふれあう喜びや思い出作り
に！

一般
子ども500円、
大人200円

定員：子ども15名(先着)
石川公園管理事務所
TEL:072-956-1900

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/ishikawa_top

14 4/21(日) 清掃ハイキング 島熊山の雑木林を
守る会

豊中市
千里緑地

島熊山などのごみを拾いながら、自然
を観察するハイキングです。 一般 無料 詳細はHP参照 島熊山の雑木林を守る会

TEL:080-4241-4797
http://www.geocities.jp/tsuchia_y/
simakuma/indexS.html

15 4/21(日) みどり塾 久宝寺緑地管理事務所

八尾市・東大阪市・大阪市
平野区
久宝寺緑地　ボランティア
ルーム

専門分野で活躍する講師達による、
様々な自然素材を使ったワークショッ
プを行います。

一般 各回ごとに徴収
5月以降も毎月第3日曜日
に開催

久宝寺緑地管理事務所
TEL:072-992-2489

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/kyuhouji_top

16 4/26（金） 自然に親しむ探検講座 茨木市 茨木市泉原地区 植物の宝庫を観察ハイク
～春の出会い～ 一般 無料 要事前申込 茨木市環境政策課

TEL:072-620-1644

17 4/27(土)
トマト＆スイカの苗の植え付け体
験

府・泉佐野丘陵緑地パー
ククラブ

泉佐野市
泉佐野丘陵緑地

公園ボランティア「パーククラブ」
と、トマトやスイカの苗の植え付け体
験をしてみませんか。

一般 未定 要事前申込(メール及び窓
口、電話にて受付)

泉佐野丘陵緑地パークセンタ
ー
TEL:072-467-2491

http://izumisano-kyuryo.jp/

18 4/27(土) 可愛い鯉のぼり工作 大阪府みどり公社 四条畷市
むろいけ園地

森の材料で、手作り鯉のぼりを作りま
しょう！ 一般 300円 定員30名(先着)

事前申込不要
大阪府みどり公社
TEL:06-6266-1038 

http://osaka-midori.jp/mori/index.html

19
4/27(土)～29(月

祝)

グリーンメッセ2019堺の春物語
(みどりのマルシェinクラフトマー
チ)

堺市都市緑化センター 堺市都市緑化センター 花や緑に係る素材を中心に手作した作
品を、マルシェにて販売します。

一般 無料 定員なし 堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

20
4/27(土)～
5/19(日)

シャクヤク園開園 久宝寺緑地管理事務所
八尾市・東大阪市・大阪市
平野区
久宝寺緑地　シャクヤク園

赤、白、ピンク、黄色と色とりどりの
鮮やかなシャクヤク、その気品ある魅
力をご堪能ください。

一般 無料
久宝寺緑地管理事務所
TEL:072-992-2489

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/kyuhouji_top

21
4/27(土)～
5/6(月振)

浅香山つつじまつり 堺市公園協会
堺市
浅香山緑道・旧浅香山浄水
場

浅香山浄水場跡地の一部、浅香山緑道
沿い600mにわたり約2,500株のヒラド
ツツジが鑑賞できます。

一般 無料 浅香山緑道は期間外も鑑
賞可

(公財)堺市公園協会
TEL:072-245-0070

http://www.sakai-park.or.jp/

22 4/28(日)
GW特別
クラフト教室

堺自然ふれあいの森 堺市南区
堺自然ふれあいの森

小枝や木の実を使って動物やバッチを
作ります。
毎月第1日曜日実施の「クラフト教
室」のGW特別版です。

どなたでも 50円/1作品 堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

23 4/28(日) 長野公園で春の生き物探し！！ 都市公園長野公園管理共
同体

河内長野市
長野公園　奥河内さくら公
園

長野公園に生息する、春の動植物を観
察します。

小学生以上 無料 定員15名
長野公園管理事務所
TEL:0721-62-2772
MAIL:nagano@toshi-kouen.jp

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/nagano_top

http://www.sakai-fureainomori.jp/
https://www.osakaymca.or.jp/shisetsu/kisenwaiwaimura/
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/ishikawa_top
http://www.geocities.jp/tsuchia_y/simakuma/indexS.html
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top
http://izumisano-kyuryo.jp/
http://osaka-midori.jp/mori/index.html
http://www.sakai-hanatebako.org/
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top
http://www.sakai-park.or.jp/
http://www.sakai-fureainomori.jp/
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/nagano_top


24 4/28(日) Family Nature Program
ため池観察会 石川河川公園管理事務所 羽曳野市

石川河川公園

魚のとり方のコツを踏まえて、実際に
捕まえてみましょう。
生きものとふれあう喜びや思い出作り
に！

一般 子ども500円、
大人200円

定員：子ども15名(先着)
石川公園管理事務所
TEL:072-956-1900

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/ishikawa_top

25
4/28(日)・29(月
祝)、5/3(金祝)
～5/5(日祝)

枚岡公園ウォークラリー 枚岡公園管理事務所 東大阪市
枚岡公園

園内に設置したキーワードを並べ替え
ると、ある言葉になります。
正解者に特製グッズをプレゼント。

一般 無料 定員20名(先着)
枚岡公園管理事務所
TEL:072-981-2516　 http://hiraoka.osaka-park.or.jp/

26 4/28(日) レッツ久宝探検隊 久宝寺緑地管理事務所
八尾市・東大阪市・大阪市
平野区
久宝寺緑地　中地区花の道

久宝寺緑地で、様々な植物の観察や育
成を行います。

一般 無料 5月以降も毎月第4日曜日
に開催

久宝寺緑地管理事務所
TEL:072-992-2489

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/kyuhouji_top

27 4/29(月祝)
大人のための自然観察会
「春の草花入門編」 堺自然ふれあいの森 堺市南区

堺自然ふれあいの森

「春の草花観察　入門編」をテーマ
に、野原でゆっくりと草花の観察をし
ます。

18才以上 200円 定員10名
要事前申込

堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

28 5/2(木祝) 1～3年生の里山kids 堺自然ふれあいの森 堺市南区
堺自然ふれあいの森

新しいお友達と一緒に生きものを観察
したり、森を探検したりして、丸一日
ふれあいの森を楽しみましょう。

小学1～3年生 300円 定員15名
要事前申込

堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

29 5/2(木祝) 苔玉講習会 堺市都市緑化センター 堺市都市緑化センター インテリアとして苔玉を作成し、管理
まで学べる講習会です。

一般 1,500円
定員20名
要事前申込

堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

30 5/2(木祝) 多肉植物講習会 堺市都市緑化センター 堺市都市緑化センター 多肉植物の不思議な形をアレンジし
て、寄せ植えを楽しむ講習会です。

一般 1,500円 定員20名
要事前申込

堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

31 5/3(金祝) ふれあい緑地フェスティバル2019 豊中市環境部公園みどり
推進課

豊中市
ふれあい緑地

自然工作、れんげ摘み、昆虫採集、高
校生によるダンス、バンド演奏など
様々な催し物を実施します。

一般 無料
豊中市環境部公園みどり推進
課
TEL:06-6843-4121

http://www.city.toyonaka.osaka.jp/

32 5/3(金祝)
野鳥観察
「野鳥のさえずりを聴く」

堺自然ふれあいの森 堺市南区
堺自然ふれあいの森

どんな鳥がどんな声でさえずっている
のか、野鳥のくらしを覗いてみません
か？

小学生以上 200円
定員20名
要事前申込

堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

33 5/3(金祝) 茶摘み体験 府・泉佐野丘陵緑地パー
ククラブ

泉佐野市
泉佐野丘陵緑地

公園ボランティア「パーククラブ」が
大切に育てたお茶の木で、茶摘みとお
茶づくりを体験してみませんか。

一般 未定
要事前申込(メール及び窓
口、電話にて受付)

泉佐野丘陵緑地パークセンタ
ー
TEL:072-467-2491

http://izumisano-kyuryo.jp/

34 5/4(土祝)
みどりの日イベント
「河内木綿を育ててみません
か？」

久宝寺緑地管理事務所

八尾市・東大阪市・大阪市
平野区
久宝寺緑地　中地区　子ど
も広場前

木綿の種をまいて、育てるイベントで
す。
是非この機会に、河内木綿に触れてみ
ませんか？

一般 無料 定員30名(先着)
久宝寺緑地管理事務所
TEL:072-992-2489

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/kyuhouji_top

35
5/4(土祝)・5(日

祝)
植木市 堺市都市緑化センター 堺市都市緑化センター 植木の販売 一般 無料 定員なし 堺市都市緑化センター

TEL:072-247-0310
http://www.sakai-hanatebako.org/

36
5/4(土祝)～6(月

振)
春の山野草展 堺市都市緑化センター 堺市都市緑化センター 春から初夏の山野草を展示 一般 無料 定員なし

堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

37 5/4(土祝) 自然工作会 堺千年の森クラブ 堺市
堺市都市緑化センター

自然素材を使用した、季節の工作体験
です。 一般 100円 定員30名程度(先着)

子ども向け
(公財)堺市公園協会
TEL:072-245-0070

http://www.sakai-park.or.jp/

38 5/6(月振) 母の日プリザ 堺市都市緑化センター 堺市都市緑化センター プリザードフラワーを使って、母の日
のプレゼント作りをする講習会です。 一般 1,500円 定員20名

要事前申込
堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/ishikawa_top
http://hiraoka.osaka-park.or.jp/
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top
http://www.sakai-fureainomori.jp/
http://www.sakai-fureainomori.jp/
http://www.sakai-hanatebako.org/
http://www.sakai-hanatebako.org/
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/
http://www.sakai-fureainomori.jp/
http://izumisano-kyuryo.jp/
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top
http://www.sakai-hanatebako.org/
http://www.sakai-hanatebako.org/
http://www.sakai-park.or.jp/
http://www.sakai-hanatebako.org/


39 5/6(月振) シャクヤクフラワーアレンジメン
ト教室

久宝寺緑地管理事務所

八尾市・東大阪市・大阪市
平野区
久宝寺緑地　ボランティア
ルーム

シャクヤクを贅沢に使った、フラワー
アレンジメントをつくりませんか？

一般 1,500円 各回定員15名
要事前申込

久宝寺緑地管理事務所
TEL:072-992-2489

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/kyuhouji_top

40
5/6(月振)・

12(日)・19(日)
まちかどプランツ 深北緑地パートナーズ

寝屋川市・大東市
深北緑地

深北緑地までの道のりを、お花で彩ろ
う。
ご協力いただける方を大募集しま
す！！

一般 無料
深北緑地管理事務所
TEL:072-877-7471

https://www.fukakitaryokuchi.jp/

41 5/11(土)
初夏の延命寺周辺でバードウォッ
チング

都市公園長野公園管理共
同体

南海高野線「三日市町駅」
～奥河内もみじ公園(延命寺
地区)～南海高野線「千早口
駅」

延命寺周辺には多くの野鳥が生息し、
初夏にはオオルリやキビタキ等、バー
ドウォッチングが楽しめます。

一般 無料
長野公園管理事務所
TEL:0721-62-2772
MAIL:nagano@toshi-kouen.jp

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/nagano_top

42 5/11(土) 初夏の野鳥観察会 錦織公園指定管理グルー
プ

富田林市
錦織公園　パークセンター

初夏の野鳥観察会を行います。
望遠鏡をのぞきながら、初夏に見られ
る野鳥観察と、野鳥の解説をします。

一般 無料
定員10名(先着)
公園窓口及び電話にて受
付

錦織公園管理事務所
TEL:0721-24-1506
FAX:0721-24-0240

http://nishikori-park.jp/

43 5/11(土) さつまいも植え付け体験 府・泉佐野丘陵緑地パー
ククラブ

泉佐野市
泉佐野丘陵緑地

公園ボランティア「パーククラブ」と
一緒に、さつまいも植え付け体験をし
てみませんか。

一般 未定
要事前申込(メール及び窓
口、電話にて受付)

泉佐野丘陵緑地パークセンタ
ー
TEL:072-467-2491

http://izumisano-kyuryo.jp/

44
5/11(土)・

12(日)
枚方市緑化フェスティバル 枚方市緑化フェスティバ

ル実行委員会 岡東中央公園
まちなか緑化を一層推進することを目
的に、市民の協力を得て、花木の販売
やさまざまな企画があります。

一般 無料 詳細はHP参照 枚方市みち・みどり室
TEL:072-841-1435

https://www.city.hirakata.osaka.jp/
0000022981.html

45 5/11(土) 茶摘みと茶もみ体験 堺自然ふれあいの森 堺市南区
堺自然ふれあいの森 茶摘みと茶揉みを体験します。 小学生 200円 定員10名

要事前申込
堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

46 5/12(日)
「実りの農作業体験」
家族で楽しむ新タマネギの収穫体
験会

山田池公園管理事務所
枚方市
山田池公園　実りの里　棚
田

「実りの里」で育てた、新玉ねぎの収
穫を体験します。

小学生以下の子ど
もを含む家族 100円

定員20組(先着)
要事前申込(電話にて受
付)

山田池公園パークセンター
TEL:072-866-6132

http://yamadaike.osaka-park.or.jp/

兵
庫
県

1
4/19(金)～

21(日)
オープンガーデンなかはりま2019

姫路市、
(一財)姫路市まちづくり
振興機構

兵庫県姫路市、
兵庫県神河町、
兵庫県福崎町

環境意識の啓発事業として、園芸愛好
家が作った庭を一定の期間公開しま
す。

一般 無料
詳細はHP参照
5/17(金)～19(日)にも公開

姫路市公園緑地課
TEL:079-221-2412
姫路市まちづくり振興機構
TEL:079-291-1914

http://himeji-machishin.jp/ryokka/event/

2 4/29(月祝) 緑化キャンペーン2019
姫路市、
(一財)姫路市まちづくり
振興機構

兵庫県姫路市
大手前公園

市民に花や木に興味を持っていただ
き、花と緑いっぱいの街にするための
イベントです。

一般 無料 詳細はHP参照

姫路市公園緑地課
TEL:079-221-2412
姫路市まちづくり振興機構
TEL:079-291-1914

http://himeji-machishin.jp/ryokka/event/

和
歌
山
県

1 4/20(土) 磯の生き物観察 こども科学館 加太海岸
加太海岸で親子で磯の生き物を観察し
ます。
時間は11:00～13:00です。

子供とその保護者 無料

要事前申込(4/5～4/13電
話受付)
定員20家族(抽選)
実施は11:00～13:00

和歌山市立こども科学館
073-432-0002

www.kodomo123.jp/

鳥
取

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/

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top
https://www.fukakitaryokuchi.jp/
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/nagano_top
http://nishikori-park.jp/
http://izumisano-kyuryo.jp/
https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000022981.html
http://www.sakai-fureainomori.jp/
http://yamadaike.osaka-park.or.jp/
http://himeji-machishin.jp/ryokka/event/
http://himeji-machishin.jp/ryokka/event/
http://www.kodomo123.jp/
http://www.hibikinomori.gr.jp/
http://www.hibikinomori.gr.jp/


取
県

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/

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/

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


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/

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/

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/
http://toranosuke86.wix.com/hirao-w
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
http://www.city.shunan.yamaguchi.jp/ootabara/
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/

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/

http://www.c-able.ne.jp/~mitou-14/
http://chushikoku.env.go.jp/shikoku/
http://goshikivc.jp/
https://sanukimannoupark.jp/
https://sanukimannoupark.jp/
http://www.pref.kagawa.lg.jp/gosho/
http://mannou-mori.com/
https://sanukimannoupark.jp/


香
川
県

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/

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/

1 4/20(土) 早春の野草観察会 平尾台自然観察センター
北九州市小倉南区平尾台
1-4-40

早春の野草、オキナグサなどを観察し
ます。

小学生以上
(保護者同伴)

無料
要事前申込、4/10締切
定員30名
詳細はHP参照

平尾台自然観察センター　
TEL:093-453-3737

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.hiraodai.ｊｐ

2 43576
飯塚市自然体験プログラム
「森はともだちプロジェクト」

飯塚市
飯塚市リサイクルプラザ
工房棟　エコ工房

福岡県飯塚市
勝盛公園

飯塚各地の森で、木のこと、木と関わ
りながら暮らす生き物たちについて、
学びます。

小学生以上
(保護者同伴)

200円/人 詳細は電話で問合せ エコ工房
TEL:0948-22-5679

http://eco-kobo.com

3 4/27(土)
桶ヶ辻急坂登山
芳ヶ谷コース：中級 平尾台自然観察センター

北九州市小倉南区平尾台
1-4-40

芳ヶ谷から急坂を登り、雄大な展望を
味わいます。

小学4年生以上
(保護者同伴)

無料
要事前申込、4/17締切
定員30名
詳細はHP参照

平尾台自然観察センター　
TEL:093-453-3737

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.hiraodai.ｊｐ

https://sanukimannoupark.jp/
https://sanukimannoupark.jp/
https://sanukimannoupark.jp/
https://sanukimannoupark.jp/
https://sanukimannoupark.jp/
https://sanukimannoupark.jp/
https://sanukimannoupark.jp/
https://sanukimannoupark.jp/
https://sanukimannoupark.jp/
https://sanukimannoupark.jp/
http://eco-kobo.com/


福
岡
県

4 4/27(土) 乙金さくらの森
藤まつり

(公財)おおのじょう緑の
トラスト協会

乙金さくらの森(藤棚広場)
〔大野城市総合体育館上〕

藤の花が咲く季節に、自然の中で食事
をしながらのおしゃべりや音楽、マル
シェを楽しみます。

市民 等 無料   
当日は無料の送迎バス(24
人乗り)あり
運行時間はHP参照

(公財)おおのじょう緑のトラ
スト協会
TEL:092-915-5550
FAX:092-595-4443

http://www.green-onojo.jp/

5 4/28(日)
第38回くるめ緑の祭典
緑のサイクリング

久留米みどりの市民会
議、
久留米市

筑後川サイクリングロード
緑のじゅうたんが広がる筑後川サイク
リングロード(往復約42km)をサイクリ
ングします。

一般 無料

久留米みどりの市民会議事務
局
TEL:0942-44-6773
FAX:0942-44-8894

6 4/29(月祝)
平成31年度 宇美町の自然を体感し
よう！
「うみで山開き！春の登山」

宇美町 福岡県宇美町
一本松公園

一本松公園から三郡山への登山会を行
います。
また、登山者の安全を祈願する安全祈
願祭も開催します。

小学生以上 無料 詳細はHP参照 宇美町まちづくり課
TEL:092-934-2370

http://www.town.umi.lg.jp/

7 5/12(日)
七ツ森巨木観賞登山
中級 平尾台自然観察センター 北九州市小倉南区平尾台

1-4-40
七ツ森のスダジイの巨木に会いにいき
ます。

小学4年生以上
(保護者同伴)

無料
要事前申込、5/2締切
定員30名
詳細はHP参照

平尾台自然観察センター　
TEL:093-453-3737

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.hiraodai.ｊｐ

8 5/12(日)
飯塚市自然体験プログラム
「いいねん！」

飯塚市
飯塚市リサイクルプラザ
工房棟　エコ工房

福岡県飯塚市
健康の森公園

自然に詳しい「はかせ」達と、いきも
のをさがしたり、工作などを行いま
す。

小学生以上
(保護者同伴)

200円/1名
（別途材料費がかか
る場合があります）

詳細は電話で問合せ エコ工房
TEL:0948-22-5679

http://eco-kobo.com

9 5/12(日) バードウィーク探鳥会
日本野鳥の会筑後支部、
福岡県、
久留米市

久留米市御井町
王子池周辺

自然と触れ合いながらバードウォッチ
ングを行い、生物多様性を体感しま
す。

一般 100円
中学生以下は無料

事前申込不要

日本野鳥の会筑後支部　溝田　
泰博
TEL:090-4357-3034
MAIL:yf_mizota@tenor.ocn.ne
.jp　

http://grosbeak.blog.fc2.com/

長
崎
県

1 4/20(土) 春のうみかぜガイドウォーク 九十九島VC(市委託)

佐世保市鹿子前町
パールシーリゾートうみか
ぜ広場
(西海国立公園)

パールシーリゾート内にある「うみか
ぜ広場」を散策し、春の動植物を観察
します。

小学生以上
(小学3年生以下は
保護者も参加)

100円/人
(保険料)

集合：九十九島ビジター
センター
少雨決行

九十九島VC
TEL:0956-28-7919
MAIL:tyousa@kujukushima-
visitorcenter. jp

http://www.kujukushima-visitorcenter.jp/

2 4/21(日)
トビカズラウォーク
「神秘の花を歩いて発見！」

九十九島VC(市委託)
佐世保市鹿子前町長尾半島
(西海国立公園)

九十九島のトコイ島に生育する希少な
植物、トビカズラ。
その種から育てたものを観察します。

小学生以上
(小学3年生以下は
保護者も参加)

200円/人
(保険料、資料代)

集合：九十九島ビジター
センター
少雨決行

九十九島VC
TEL:0956-28-7919
MAIL:tyousa@kujukushima-
visitorcenter. jp

http://www.kujukushima-visitorcenter.jp/

3 5/3(金祝)
第37回こども自然公園大会
「バラモン凧あげ大会」

五島市地域振興部観光物
産課、
(一社)五島市観光協会

五島市
西海国立公園鬼岳園地

青く透きとおった空の下、子供達が自
作した竹とんぼや凧で遊び、たくさん
の笑顔であふれます。

一般 問合せ

五島市地域振興部観光物産課
TEL:0959-74-0811
(一社)五島市観光協会
TEL:0959-72-2963

http://www3.city.goto.nagasaki.jp/

4 5/5(日祝)
くじゃく祭り
「大崎自然公園ウォーキング大
会」

(一社)川棚町観光協会
川棚町
大村湾県立自然公園大崎自
然公園

海岸から山中まで、クイズに挑戦しな
がら自然公園内をウォーキングしま
す。

一般 無料
詳細はHPまたはイベント
チラシを参照

(一社)川棚町観光協会
TEL:0956-83-3210

http://kankou-kawatana.jp/

熊
本
県

1 4/27(土)
自然とふれあうみどりの月間
「阿蘇の野の花を観察しよう」

九州地方環境事務所
阿蘇くじゅう国立公園管
理事務所

熊本県阿蘇郡高森町
南阿蘇ビジターセンター阿
蘇野草園
(阿蘇くじゅう国立公園)

阿蘇野草園内の春の野草を中心に、自
然観察会を行います。 一般

200円
(保険料)

阿蘇くじゅう国立公園管理事
務所
TEL:0967-34-0254

http://www.env.go.jp/park/aso/topics/
index.html

2 4/29(月祝) 天草サンライズウォーク in 龍ヶ岳 天草サンライズウォーク
実行委員会

上天草市龍ヶ岳町大道港フ
ェリー発着所前広場

キラキラ輝く海、新緑萌える春の天草
路、自然と文化の里、「星空日本一」
の絶景龍ヶ岳登山で、豊かなグリーン
シャワーを浴びながらの健康ウォーク
を行います。

一般
大人2,000円、
子ども(小中学
生)500円

天草サンライズウォーク実行
委員会事務局
TEL:0969-62-1151

3
5/11(土) ・

12(日)

いきものフェアくまもと2019
「来て見て実感！身近な生物多様
性」

熊本市 熊本市動植物園

身近な生きものや私たちのくらしとの
関わりなど、楽しみながら生物多様性
について学べるイベントを開催しま
す。

一般 無料
(別途入園料要)

詳細はHP参照 熊本市環境共生課
TEL:096-328-2352

http://www.city.kumamoto.jp/kankyo/hpKiji/
pub/detail.aspx?
c_id=5&id=21217&class_set_id=20&class_
id=2679

http://www.green-onojo.jp/
http://eco-kobo.com/
http://grosbeak.blog.fc2.com/
http://www.kujukushima-visitorcenter.jp/
http://www.kujukushima-visitorcenter.jp/
http://www3.city.goto.nagasaki.jp/
http://kankou-kawatana.jp/
http://www.city.kumamoto.jp/kankyo/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=21217&class_set_id=20&class_id=2679


大
分
県

1 4/21(日) 自然観察教室 宇佐自然と親しむ会 歴史博物館 歴史博物館周辺の自然観察を行いま
す。 一般

300円
(資料代、保険料)

要事前申込
定員30名程度
歩きやすい服装

宇佐市生活環境課
TEL:0978-27-8132

http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/11/

2 4/28(日) 猪の瀬戸湿原自然観察会
NPO法人猪の瀬戸湿原
保存の会

別府市東山
猪の瀬戸湿原

阿蘇くじゅう国立公園にある湿原で、
自然観察会を開催します。 一般

200円
(保険料等)

詳細はHP参照
当日参加可
10名以上の団体は要事前
予約

NPO法人猪の瀬戸湿原保全の
会(定松氏)
TEL:0977-66-1269

http://inoseto-psv.la.coocan.jp/

3 5/14(日) 高崎山セラピーロード山開き 大分市 大分市大字神崎
高崎山セラピーロード

大友氏の歴史ロマンと自然に包まれた
ロードを歩いて、こころと身体をリフ
レッシュしましょう。

一般 無料
要事前申込
定員250名
大分駅よりバス送迎

大分市林業水産課
TEL:097-585-6013

https://www.oita-foresttherapy.jp/

鹿
児
島
県

1
4/15(月)～

5/5(日)
「春の散歩道」開放 鹿児島県立青少年研修セ

ンター
鹿児島市
県立青少年研修センター

風薫る若葉の季節に本センターの施設
を広く県民に開放し、森林浴をしなが
ら自然に触れます。

一般 無料
詳細はHP参照
4/1(月)から開催

鹿児島県立青少年研修センタ
ー 
TEL:099-294-2111　　　　　　　

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/
seisyouken/index.html

2 4/20(土)
屋久島感動めぐり
「まるごと屋久島（里編）」 屋久島環境文化財団 屋久島全域 島内一周を行いながら、自然観察を行

います。 一般 1,500円 詳細はHP参照
屋久島環境文化研修センター
TEL:0997-46-2900

http://www.yakushima.or.jp/

3 4/20(土) たけのこホリデイ② 鹿児島県立青少年研修セ
ンター

鹿児島市
県立青少年研修センター

たけのこ掘りをして、春の自然に家族
で親しむ活動を行います。 一般 50円

(保険代)
詳細はHP参照

鹿児島県立青少年研修センタ
ー 
TEL:099-294-2111　　　　　　　

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/
seisyouken/index.html

4 4/20(土)
ブラっとモリ
「ご存知ですか？上野原遺跡！」

上野原縄文の森・どんぐ
り倶楽部 上野原縄文の森

新緑の中、ブラっと上野原縄文の森を
歩きながら、上野原遺跡の歴史や縄文
の森の魅力をご紹介します。

一般 300円
要事前申込
定員50名程度 上野原縄文の森

TEL:0995-48-5701
http://www.jomon-no-mori.jp/

5
4/20(土)～

21(日)
チャレンジキャンプ春 鹿児島県立奄美少年自然

の家

奄美市
鹿児島県立奄美少年自然の
家

奄美の自然や地場産業を生かした、体
験活動を行います。

小学4年生～中学3
年生 1,800円程度

要事前申込
定員48名程度

鹿児島県立奄美少年自然の家
TEL:0997-53-1032

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/amami/
index.html

6 4/20(土)
スターウォッチング
「春の星座」

鹿児島県立奄美少年自然
の家

奄美市
鹿児島県立奄美少年自然の
家

望遠鏡を使った星の観測など、春の星
空を学ぶ活動を行います。 一般 無料 詳細はHP参照

鹿児島県立奄美少年自然の家
TEL:0997-53-1032

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/amami/
index.html

7
4/20(土)・

27(土)
藺牟田池ベッコウトンボ頭数調査 薩摩川内市 薩摩川内市

藺牟田池

藺牟田池に生息する希少野生動植物種
に指定されている、ベッコウトンボの
頭数調査を実施します。

小学生以上
一般

無料
自由参加
動きやすい服装
悪天候の場合中止

薩摩川内市 市民福祉部 環境
課
TEL:0996-23-5111

https://www.city.satsumasendai.lg.jp

8 4/21(日) 霧島さわやかトレッキング春編 鹿児島県立霧島自然ふれ
あいセンター えびの岳、白鳥山

春の霧島山系トレッキングを通して、
歩く楽しさや自然の美しさを満喫しま
す。

一般
100円
(保険料)

詳細はHP参照
鹿児島県立霧島自然ふれあい
センター
TEL:0995-78-2815

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/
kirishima/index.html

9 4/27(土) 2019みどりの感謝祭
鹿児島県、
かごしまみどりの基金、
鹿児島県森林整備公社

姶良市
県民の森

木工クラフト等の緑の教室や森の散
策、森の運動会など、自然とふれあう
催しです。

一般県民 無料
地球温暖化対策課
TEL:099-286-2546

https://www.pref.kagoshima.jp/kurashi-
kankyo/kankyo/ondanka/shinrin/index.html

10 4/27(土)
屋久島感動めぐり
「まるごと屋久島（森編）」

屋久島環境文化財団 屋久島町ヤクスギランド 屋久杉などの自然観察を行います。 小学生～一般 1,500円 歩きやすい服装 屋久島環境文化研修センター
TEL:0997-46-2900

http://www.yakushima.or.jp/

11 4/27(土)
春の星空観望会
「春の星座と二重星」

鹿児島県立青少年研修セ
ンター

鹿児島市
県立青少年研修センター

春の星座や二重星を観察する活動を行
います。 一般 無料 詳細はHP参照

鹿児島県立青少年研修センタ
ー 
TEL:099-294-2111　　　　　　　

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/
seisyouken/index.html

12 4/28(日) 屋久島高校連携1日セミナー 屋久島環境文化財団 屋久島全域 屋久島での自然観察を行います。 小学生 300円 詳細はHP参照 屋久島環境文化研修センター
TEL:0997-46-2900

http://www.yakushima.or.jp/

13 4/29(月祝) 2019夏一番海開き in ヨナマビーチ 商工水産観光課、
徳之島観光連盟

ヨナマビーチ 安全祈願祭、潮干狩り、プール・艇庫
無料解放などを行います。

一般 無料 商工水産観光課

http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/11/
http://inoseto-psv.la.coocan.jp/
http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/seisyouken/index.html
http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/seisyouken/index.html
http://www.jomon-no-mori.jp/
https://www.city.satsumasendai.lg.jp/
https://www.pref.kagoshima.jp/kurashi-kankyo/kankyo/ondanka/shinrin/index.html
http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/seisyouken/index.html


14
5/3(金祝)～５

(日祝)
屋久島感動めぐり
「初めての屋久島旅」 屋久島環境文化財団 屋久島全域 島内でトレッキングや自然観察を行い

ます。 一般 25,000円 詳細はHP参照
屋久島環境文化研修センター
TEL:0997-46-2900

http://www.yakushima.or.jp/

15 5/5(日祝) 青少研GOGO若葉フェスタ 鹿児島県立青少年研修セ
ンター

鹿児島市
県立青少年研修センター

ミニＳＬ乗車体験、自然素材を使った
クラフト活動、マウンテンバイクなど
の野外活動、食品販売などを行いま
す。

一般 一部有料 詳細はHP参照
鹿児島県立青少年研修センタ
ー 
TEL:099-294-2111　　　　　　　

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/
seisyouken/index.html

16 5/5(日祝) なんさつこどもの日オープンデー 鹿児島県立南薩少年自然
の家

南さつま市
鹿児島県立南薩少年自然の
家

施設を開放し、自然素材を使った創作
活動やニュースポーツ等を体験しま
す。

一般 未定 詳細はHP参照
鹿児島県立南薩少年自然の家
TEL:0993-77-2500

http//www.pref.kagoshima.jp.kikan/
nansatsu/

17 5/5(日祝) こどもの日フェスタ 鹿児島県立奄美少年自然
の家

奄美市
鹿児島県立奄美少年自然の
家

体験活動や創作活動を通して、家族の
ふれあいや参加者の交流を行います。 一般 未定 詳細はHP参照

鹿児島県立奄美少年自然の家
TEL:0997-53-1032

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/amami/
index.html

18 5/12(日) 薬草の集いスプリング 鹿児島県薬剤師会 霧島市溝辺町 薬草教室、園内案内を行います。 一般 無料 詳細はＨＰ参照
鹿児島県薬剤師会
TEL:099-257-8288

http://www.kayaku.jp/

沖
縄
県

1 4/20(土) 潮干狩り体験教室partⅠ 糸満青少年の家 恩納村
潮干狩りを体験し、海の生物と海の恵
みついて知ります。 親子 1,500円 定員：親子15名程度 糸満青少年の家

TEL:098-994-6342
www.j-ikusei.jp/itoman/

2 4/20(土) 鳴き声サクセッション 石垣青少年の家 石垣青少年の家キャンプ場

夕刻から夜にかけて森に棲む生き物の
音、鳴き声等に耳をすまし記録し、生
物の移り変わり、自然との一体感を味
わいます。

一般市民 150円/人 定員15名程度 石垣青少年の家
TEL:098082-7301

ishigaki-yh@beach.ocn.ne.jp

3
4/20(土)～

21(日)
自然とふれあう家族の集い
スプリングキャンプ 石川青少年の家 石川青少年の家 家族キャンプを通して、親子のふれあ

いを深めます。
家族 大人2,000円、

子ども1,500円

定員20名
要事前申込
キャンセル料あり

石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://unai-sc.net

4
4/20(土)～

21(日)
春のファミリーキャンプ
「森の生き物探し！」

沖縄県立玉城青少年の家 沖縄県立玉城青少年の家敷
地内

1泊2日の家族キャンプの中で、敷地内
の生き物探しを行います。

家族 2,000円

持ち物：宿泊用具、寝袋
等
定員10家族
要事前申込

玉城青少年の家
TEL:098-948-1518 http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp/

5 4/27(土) 春の星空観察会 沖縄県立玉城青少年の家 沖縄県立玉城青少年屋上 天体望遠鏡を使い、春の星座や惑星の
観察会を行います。

家族
成人 100円 定員50名

要事前申込
玉城青少年の家
TEL:098-948-1518

http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp/

6
4/27(土)～

28(日)
春のファミリーキャンプ 宮古青少年の家 宮古青少年の家

親子で体験活動をし、自らの子育てに
ついて振り返ります。
また、親同士が関わりを持ち、家族間
の絆を深めます。

親子 1,500円/人 定員親子10家族
要事前申込

宮古青少年の家
TEL:0980-72-8884

www.miyako-bannzu.com

7 5/1(水祝) 昆虫切り絵講座 沖縄県立玉城青少年の家 沖縄県立玉城青少年の家敷
地内

昆虫切り絵を作り、自然の中に飾って
遊びます。

家族
小学生 1,000円

定員15名
要事前申込

玉城青少年の家
TEL:098-948-1518

http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp/

8 5/2(木休) ピザ作りとプチ探検 沖縄県立玉城青少年の家 沖縄県立玉城青少年の家敷
地内

ピザ窯を使い野外炊飯を行い、ウォー
クラリーを楽しみます。。

家族
一般

1,000円 定員30名
要事前申込

玉城青少年の家
TEL:098-948-1518

http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp/

9 5/5(日祝) ホタルウォッチングpart1 糸満青少年の家 施設内 ホタルを観察し、その生態を知りま
す。 親子 500円 定員親子20名程度

糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman/

10 5/6(月振) 春の石川岳登山 石川青少年の家 石川青少年の家 春の石川岳登山を楽しみながら、体力
を培い、健康の保持増進に努めます。

一般 800円 定員20名 石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://unai-sc.net

11 5/11(土) ホタルウォッチングpart2 糸満青少年の家 施設内 ホタルを観察し、その生態を知りま
す。 親子 500円 定員親子20名程度 糸満青少年の家

TEL:098-994-6342
www.j-ikusei.jp/itoman/

12 5/11(土)
ようこそ、森の教室へ‼
大野山林自然散策

宮古青少年の家 宮古青少年の家
大野山林の様々な生き物に出会い、観
察し、人と自然のつながりにきづかせ
関心を持たせます。

一般
親子 無料 定員30名

要事前申込
宮古青少年の家
TEL:0980-72-8883

www.miyako-bannzu.com

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/seisyouken/index.html
http://www.kayaku.jp/
http://www.j-ikusei.jp/itoman/
mailto:ishigaki-yh@beach.ocn.ne.jp
http://unai-sc.net/
http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp/
http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp/
http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp/
http://www.miyako-bannzu.com/
http://www.j-ikusei.jp/itoman/
http://unai-sc.net/
http://www.j-ikusei.jp/itoman/
http://www.miyako-bannzu.com/


13 5月 ホタル観察会 那覇市環境保全課 末吉公園
市内有数のホタル生息地である末吉公
園内で観察会を実施し、自然環境の大
切さを認識する機会とします。

市内在住・在勤の
方 無料

要事前申込
定員30名(先着)
軽装(長袖・長ズボン)

那覇市環境保全課
TEL:098-951-3229

http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/
kakyouhozen/kankyoukeihatsu.html

http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/kakyouhozen/kankyoukeihatsu.html

