
平成31年度「みどりの月間の集い」実施行事一覧_期間外(4/14以前、5/15以降）

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

和
歌
山
県

1 4/14(日) 新緑のひき岩を歩こう ふるさと自然公園センターふるさと自然公園センター 絶滅危惧種に指定されている食虫植物モウセンゴケや、き
れいなツツジの花も見られます。

小・中・高校生・一
般

無料

要事前申込(前日までに、
ハガキまたはFAX・電子
メールで住所・氏名・年
齢・電話番号を連絡)

ふるさと自然公園センタ
ー
TEL/FAX:0739-25-7252
MAIL:hikiiwa@mb.aikis.or
.jp

http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/
center-nittei.html

2 5/19(日) 春の生き物を観察しよう ふるさと自然公園センター秋津川
小さな谷川ですが、豊かな自然が残されています。
春や初夏の花、いろいろな昆虫がみられます。

小・中・高校生・一
般 無料

要事前申込(前日までに、
ハガキまたはFAX・電子
メールで住所・氏名・年
齢・電話番号を連絡)

ふるさと自然公園センタ
ー
TEL/FAX:0739-25-7252
MAIL:hikiiwa@mb.aikis.or
.jp

http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/
center-nittei.html

3 5/19(日)
第19回古座川クリーンアップ大
作戦

南紀串本観光協会古座 古座川
 清流古座川をカヌーで下りながら清掃活動をします。
昼食時には、海の幸のバーベキューで交流会をします。

3歳以上
2,000円
(別途、カヌーレンタル代
要)

南紀串本観光協会(古座)

TEL:0735-72-0645
http://www.kokoza.com/

4 6/2(日) 初夏の海辺を楽しもう

共催
ふるさと自然公園センタ
ー、
天神崎を大切にする会

天神崎
1年で最も潮が引くこの時期、タツナミガイやウニのアパ
ートなど、貴重な発見ができるかも。

小・中・高校生・一
般 無料

要事前申込(前日までに、
ハガキまたはFAX・電子
メールで住所・氏名・年
齢・電話番号を連絡)

ふるさと自然公園センタ
ー
TEL/FAX:0739-25-7252
MAIL:hikiiwa@mb.aikis.or
.jp

http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/
center-nittei.html

5 6/2(日) 干潟の生き物観察 こども科学館 せせらぎ公園
10:30～12:30 せせらぎ公園で親子で、干潟の生き物を観察
します。 子供とその保護者 無料

要事前申込(電話受付5/15

～5/25)
定員20家族(抽選)

和歌山市立こども科学館
TEL:073-432-0002

www.kodomo123.jp/

6 8/4(日) セミの分布調査 こども科学館 和歌山城公園 9:40～12:00 和歌山城公園で親子で、セミの抜け殻の調査
をします。

子供とその保護者 無料
要事前申込(電話受付7/17
～7/27)

定員20家族(抽選)

和歌山市立こども科学館
TEL:073-432-0002

www.kodomo123.jp/

7 10/6(日) 秋の草花・昆虫採集 こども科学館 四季の郷公園
10:00～12:00四季の郷公園で親子で、秋の草花の観察及び
昆虫採集を行います。

子供とその保護者 無料
要事前申込(電話受付9/18
～9/28)
定員20家族(抽選)

和歌山市立こども科学館
TEL:073-432-0002

www.kodomo123.jp/

鳥
取
県

1 5/18(土) スペシャル観察会
「野鳥観察」

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

専門家から対象分野の詳しい解説をきくなど、テーマを絞
って氷ノ山の自然を学びます。

一般 500円

氷ノ山自然ふれあい館響
の森
TEL:0858-82-1620
FAX:0858-82-1615

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

2 5/19(日) 新緑の探勝路ハイキング
氷ノ山自然ふれあい館　響
の森 氷ノ山自然探勝路

インタープリターとともに登山することで、より深く自然
にふれあいながら登山します。 一般 800円

氷ノ山自然ふれあい館響
の森
TEL:0858-82-1620
FAX:0858-82-1616

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

3 5/25(土) 親子自由研究クラブ
「溝の生き物」

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:0858-82-1616

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

4 5/26(日) 新緑の扇ノ山登山 氷ノ山自然ふれあい館　響
の森

扇ノ山 インタープリターとともに登山することで、より深く自然
にふれあいながら登山します。

一般 1,500円
氷ノ山自然ふれあい館響
の森
TEL:0858-82-1620
FAX:0858-82-1616

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

5 5/24(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 5/10(金)にも実施
氷ノ山自然ふれあい館響
の森
TEL:0858-82-1620
FAX:0858-82-1616

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

6 5/26(日) 鷲峰登山
鳥取市教育員会事務局鹿野
町分室 鳥取市鹿野町 新緑が美しい季節に、山頂まで登山を楽しみます。 一般

500円
(保険料等)

要事前申込
長袖、厚底靴を着用

鳥取市教育員会事務局鹿
野町分室
TEL:0857-84-2011

7 7/30(火)～8/1(木) ネイチャーキッズキャンプ 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

小学生を対象に、氷ノ山の自然を体験するキャンプを行い
ます。

小学生 13,500円

氷ノ山自然ふれあい館響
の森
TEL:0858-82-1620
FAX:0858-82-1616

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

8 10/5(土) わかさ「氷ノ山」山フェス 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

体験コーナーや屋台、ステージなどを設置し、氷ノ山の自
然を生かしながら楽しめるイベントを開催します。

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:0858-82-1616

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

9 2/8(土) 雪上運動会
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 親子を対象に、さまざまな雪遊びを実施します。 親子 500円

氷ノ山自然ふれあい館響
の森
TEL:0858-82-1620
FAX:0858-82-1616

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

島
根
県

1 5/26(日) 宍道湖生きもの探検隊！ 宍道湖自然館ゴビウス 宍道湖自然館ゴビウス
宍道湖にはどんな生きものがいるのかな？
探検隊に参加して、宍道湖にくらす生きものや環境につい
て楽しく学ぼう！

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人
(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 6/8(土) 夜のホタルの観察会 ホシザキグリーン財団 ふるさと尺の内公園
尺の内公園では、ゲンジボタルとヘイケボタルが幻想的な
光で飛び交います。
ホタルの説明を聞きながら、観察してみませんか？

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人 要事前申込
定員40名(先着)

宍道湖グリーンパーク
TEL:0853-63-0787

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

3 6/16(日) トンボをみつけて観察しよう ホシザキグリーン財団 宍道湖グリーンパーク
大きなトンボ、スリムなトンボ、しぶい(!?)トンボ…。
いろいろなトンボを探してみましょう。
もしかしたらナゴヤサナエの羽化も観察できるかも！

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人 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/

4 6/23(日) 実験！観察！
メダカのかがく

宍道湖自然館ゴビウス 宍道湖自然館ゴビウス
メダカをさがしに出かけてみよう！
つかまえたメダカで実験もするよ。
今まで知らなかったメダカのひみつが見つかるかも。

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人
(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/

5 7/21(日) 夏のバードウォッチング ホシザキグリーン財団 宍道湖グリーンパーク

日差しが強くなる暑い季節、鳥たちはどのように過ごして
いるのでしょう？
夏に見られる鳥たちを観察し、暑さを乗り切るひみつを探
りましょう。

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人 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/

6 7/28(日)
水生昆虫の王者！
タガメ 宍道湖自然館ゴビウス 宍道湖自然館ゴビウス

日本最大の水生昆虫タガメの姿は迫力満点！
卵や幼虫など、いつもは見ることのできない姿も観察する
よ。
エサをとらえる瞬間も見られるかも！？

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人
(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/

7 7/28(日) わくわく昆虫観察会 ホシザキグリーン財団 ふるさと尺の内公園
尺の内公園は夏の昆虫たちの季節です。
セミやトンボを採ったり、樹液に集まる昆虫を探したりし
ましょう。

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人 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/

8 8/4(日) 植物の標本作りに挑戦！ ホシザキグリーン財団 宍道湖グリーンパーク

身近な草花を調べて、観察して、標本づくりに挑戦してみ
ましょう。
作り方をおぼえておくと、夏休みの自由研究に役立つか
も!!

オススメです。

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人 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 8/11(日祝) わくわく昆虫観察会 ホシザキグリーン財団 ふるさと尺の内公園
尺の内公園は夏本番です。
セミやトンボを採ったり、樹液に集まる昆虫を探したりし
ましょう。

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人
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/

10 8/25(日)
なぜ光る？
ウミホタルの発光実験 宍道湖自然館ゴビウス 宍道湖自然館ゴビウス

発光生物ウミホタルの不思議を学ぼう！なぜ？どうやっ
て？どんな光？観察や発光実験をしてウミホタルの光の不
思議を調べてみよう！

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人
(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/

11 9/8(日) ゴビウス小川の生きもの探検
隊！

宍道湖自然館ゴビウス 宍道湖自然館ゴビウス

ゴビウス園内を流れる小川にはどんな生きものがいるのか
な？
探検隊になって、生きものたちをさがしに出かけてみよ
う！

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人
(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/

12 9/29(日) バッタやコオロギを観察しよう ホシザキグリーン財団 宍道湖グリーンパーク 草や地面にうまくカモフラージュしているバッタやコオロ
ギたち、見つけられるかな？

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人 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/

13 10/6(日)
足元の生きものたち「土壌動
物」を観察しよう ホシザキグリーン財団 宍道湖グリーンパーク

普段、あまり気にしてないけれど、私たちの身近なところ
にすんでいる土壌動物の姿を観察するチャンスです！

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人
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/

14 10/27(日) 外来生物を観察してみよう！ 宍道湖自然館ゴビウス 宍道湖自然館ゴビウス
“外来生物”についてどのくらい知っているかな？
ゴビウス周辺にさがしに出かけて、外来生物を観察してみ
よう！

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人
(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/

15 10/27(日) バッタやカマキリを観察しよう ホシザキグリーン財団 ふるさと尺の内公園
公園で秋の昆虫を捕まえて、標本や図鑑で名前を調べよ
う。
アミ・カゴの貸し出しもあるよ。

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人 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/

16 11/10(日)
グリーンパークの林を歩く秋の観
察会 ホシザキグリーン財団 宍道湖グリーンパーク

園内の林を歩きながら、いろいろな秋の植物の様子を観察
しましょう。
オリジナルしおり作りも楽しみましょう。

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人
要事前申込
各回定員10名(先着)

宍道湖グリーンパーク
TEL:0853-63-0787 http://www.green-f.or.jp/

17 11/17(日) 秋の里山植物観察 ホシザキグリーン財団 ふるさと尺の内公園
紅葉した葉っぱや木の実を見つけて、観察してみましょ
う。
どんぐりもいっぱいあるよ。

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人 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/

18 11/24(日) オオサンショウウオの身体測
定！

宍道湖自然館ゴビウス 宍道湖自然館ゴビウス

毎年おこなっているオオサンショウウオの身体測定。
今年の結果は？
実際にふれる体験もできる身体測定に、参加してしてみよ
う！

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人
(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/

19 12/1(日) いよいよ冬本番
里山バードウォッチング

ホシザキグリーン財団 ふるさと尺の内公園

これからはじまる冬の季節。
身近な小鳥たちに興味を持てたら、いつもと少し違った毎
日が始まるかも。
バードウォッチング初めての方、大歓迎の入門編です。

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人
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/

20 12/8(日) 「木の実・草の実」をみつけよ
う ホシザキグリーン財団 宍道湖グリーンパーク いろいろな色や形がある植物の種っておもしろい！

楽しみながら木の実・草の実を観察しましょう！

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人 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/

21 12/15(日) 貝殻アートに挑戦！ 宍道湖自然館ゴビウス 宍道湖自然館ゴビウス
海岸にはさまざまな物が流れつくよ。
その漂着物のひとつである貝殻を使って、世界でたったひ
とつのステキな貝殻アートをつくってみよう！

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人
(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/

22 1/19(日) 「とりかるた」を作ろう ホシザキグリーン財団 宍道湖グリーンパーク
寒くても、室内でバードウォッチングが楽しめます！
鳥のことが好きになる!?「鳥かるた」を作って楽しくあそ
びましょう。

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人
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/

http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/center-nittei.html
http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/center-nittei.html
http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/center-nittei.html
http://www.kodomo123.jp/
http://www.kodomo123.jp/
http://www.kodomo123.jp/
http://www.hibikinomori.gr.jp/
http://www.hibikinomori.gr.jp/
http://www.hibikinomori.gr.jp/
http://www.hibikinomori.gr.jp/
http://www.hibikinomori.gr.jp/
http://www.hibikinomori.gr.jp/
http://www.hibikinomori.gr.jp/
http://www.hibikinomori.gr.jp/


23 1/26(日) チリメンモンスターをさがせ！ 宍道湖自然館ゴビウス 宍道湖自然館ゴビウス
チリメンモンスターとは、魚やタコ、カニの子どもなど、
チリメンジャコにまざっている小さな生きもの。
探して、調べて、オリジナルカードをつくってみよう！

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人
(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/

24 1/26(日)
大人が楽しむ
冬の里山バードウォッチング ホシザキグリーン財団 ふるさと尺の内公園

これから野鳥観察を始めたい、楽しみたいという大人の方
向きのバードウォッチングです。
双眼鏡を使って、冬に見られる鳥を探してみましょう。

大人
(高校生以上) 100円/人

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/

25 2/2(日)
こんにちは！ 

冬のいきものたち
ホシザキグリーン財団 宍道湖グリーンパーク

寒い冬、生きものたちはどこで、どんな風に過ごしている
のでしょう？
私たちも寒さに負けず、冬ならではの生きものの様子を見
に出かけてみましょう！

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人
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/

26 2/16(日) 水草おしばをつくってみよう！ 宍道湖自然館ゴビウス 宍道湖自然館ゴビウス
川や池、宍道湖で見られる、いろいろな水草でおしばをつ
くってみよう！
どんな水草おしばができるかな！？

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人
(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/

27 2/23(日祝)
もう少し冬の小鳥を楽しみたい
里山バードウォッチング ホシザキグリーン財団 ふるさと尺の内公園

そろそろ春の気配も感じられるようになっているかもしれ
ませんが、まだ冬鳥たちの姿が見られる季節です。
いっしょに探してみませんか？

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人
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/

28 3/8(日) 目指せ！シラウオ博士 宍道湖自然館ゴビウス 宍道湖自然館ゴビウス

宍道湖七珍のひとつでもあるシラウオには、どんなひみつ
があるのかな？
体の形やオスとメスの違いを観察して、シラウオの人工授
精に挑戦してみよう！

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

100円/人
(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/

29 3/8(日) 親子で楽しむ
バードウォッチング

ホシザキグリーン財団 ふるさと尺の内公園

日差しも春めき、出かけやすくなる季節です。
公園内をゆっくりと歩きながら、親子でいっしょに鳥を探
してみましょう。
小学生向きです。

小学生とその親・家
族

100円/人 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/

広
島
県

1 5/26(日) 野呂山の歴史を感じる登山 国民宿舎野呂高原ロッジ 呉市川尻町野呂山
昔の開拓者の方々が作った石畳や、苔岩等を満喫できま
す。 一般 １,500円

要事前申込(3日前まで)

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/

2 6/16(日) お気軽登山 国民宿舎野呂高原ロッジ 呉市川尻町野呂山 野呂山中腹からのお気軽登山です。 一般 2,000円
要事前申込(3日前まで)

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

5/19(日)、
9/8(日)、

10/27(日)、
12/1(日)

おおたばらどろんこむら
(4回シリーズ) 周南市大田原自然の家 周南市大田原自然の家

田んぼでのどろんこ遊び、魚のつかみ取りやそうめん流
し、いも掘り、もちつき、いもづるリース作り等、四季を
通じて自然の中での遊びを楽しもう。

3歳～就学前の幼児
の子どもを含む家族

各回小学生以上650円、
幼児550円、
年間費1家族1,200円

定員20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/

2 5/25(土) 米こめ田植え大作戦 周南市大田原自然の家 周南市大田原自然の家
里山の田んぼで昔ながらの田植えにチャレンジ！
かしわ餅も作るよ！

4歳～中学生の子ど
もを含む家族

小学生以上650円、
幼児550円
(食費、消耗品費、保険料
等)

定員10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 5/25(土) 藤山の神社めぐり
宇部市ふるさとコンパニオ
ンの会 藤山ふれあいセンター 地域で受け継がれたきた神社を巡ります。 どなたでも 無料

定員40名
歩きやすい服装

観光・グローバル推進課
TEL:0836-34-8353

http://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/
kankou/support/guide.html

4 6/1(土)・2(日) 防府市緑花祭 防府市緑花祭実行委員会 防府駅てんじんぐち多目的
広場

緑にふれあいながら、様々なステージイベントなど楽しい
催し物が盛りだくさんのイベントです。

一般 無料 防府市緑花祭実行委員会
TEL:0835-25-2159

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

5 6/2(日) 秋吉台の自然をたずねて
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 カッコウなど、秋吉台の野鳥や植物を観察します。 一般

高校生以上300円、
小中学生100円、
未就学児無料

山口県立きらら浜自然観
察公園 http://kirara-h.com/

6 7/20(土) 秋吉台お花畑プロジェクト1 秋吉台エコ・ミュージアム 秋吉台エコ・ミュージアム ススキ等の草丈が高い草を刈り取って、秋にたくさんの草
花の咲く草原を作ります。

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/

7 8/6(火)～8(木) ワイルドに行こうぜ！
夏の子ども村 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)

小学校中学年対象。
山から切り出した竹での食器作り、火を起こして魚を焼
く、川遊び、キャンプファイヤー等をワイルドに楽しも
う！

小学校3～5年生
8,000円
(食費、消耗品費、保険料
等)

定員40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 8/11(日祝)～17(土)
のびのびいきいき　自然児キャ
ンプ 周南市大田原自然の家 周南市大田原自然の家

菅野湖の雄大な自然を舞台に、人と自然と火にじっくり向
き合う長期キャンプです。
カヌーの旅、たき火、ダッチオーブン料理、魚つり等を行
います。

小学5年生～中学生
16,000円
(食費、消耗品費、保険料
等)

定員16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/

9 10/1(火)～31(木) アサギマダラ
スタンプラリー 北九州市立白野江植物公園

下関市園芸センター
他7施設

渡りのチョウ「アサギマダラ」の観察を通じて、自然に親
しんでいただきます。 一般 無料 下関市園芸センター http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/

contents/1103098763706/

10 10/5(土) 秋吉台お花畑プロジェクト2 秋吉台エコ・ミュージアム 秋吉台エコ・ミュージアム お花畑プロジェクト1に咲いたお花を観察します。 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/

11 10/27(日) フラワーピクニック 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 http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/
contents/1103098763706/

香
川
県

1 通年、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/

2 通年の土・日・祝 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/

3 5/18(土) 緑のカーテン育成講習会 香川県 大野原福祉会館
夏の日差しを和らげる「緑のカーテン」の効果や作り方に
ついて学びます。 一般 無料 定員30名

香川県環境政策課
TEL:087-832-3209

4 5/18(土) 春の野鳥観察会 香川県造園事業協同組合 香川県満濃池森林公園 春の森林公園で園内を散策しながら、野鳥を観察します。 一般 無料 公園管理事務所
TEL:0877-57-6520

http://mannou-mori.com

5 5/19(日) 新緑に包まれた大川山で外ヨガ
体験 (一財)ことなみ振興公社 大川山キャンプ場 新緑に包まれた大川山山頂付近でヨガ体験。

毎回、自然の中で食べるお昼も最高です。 一般

大人2,500円、
小人800円、
小学生未満は無料
(保険料、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

6 5/25(土) まんのう町歴史探訪 (一財)ことなみ振興公社 まんのう町琴南地区 今回は水の道を訪ねます。
先人の苦難と英知を探ります。

一般

大人2,500円、
小人800円、
(保険料、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/

7 5/26(日) 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/

8 6/1(土) 昆虫観察会 五色台ビジターセンター
坂出市
(瀬戸内海国立公園)

この季節に見られる昆虫を観察し、生態や昆虫のくらしを
学びます。 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/

9 6/1(土) 柞田川の中に棲む生物で水質を
調べよう

観音寺市 柞田川広野橋上流付近 柞田川に棲む生物を調査することにより、河川環境を調べ
ます。

小学校4～6年生 無料 定員30名
川に入りやすい服装で

観音寺市生活環境課
TEL:0875-25-2698

10 6/2(日) 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

初夏の森を歩き、森づくり体験として竹林の整備をしま
す。
午後からは、梅を使って、美味しいジュースをつくりま
す。

どなたでも 500円

野外活動ができる服装で
持ち物：水筒、弁当、タ
オル、帽子、軍手、空き
瓶

休暇村讃岐五色台
TEL:0877-47-0231

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

11 6/8(土) スケッチ会
五色台を描こう！

五色台ビジターセンター 坂出市
(瀬戸内海国立公園)

身近にあるものをスケッチしながらよく観察してみます。
また、対象物の全体と詳細、両方に目を向けます。

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/

12 6/8(土) 阿讃山脈縦走トレッキング
東山峠から大川山

(一財)ことなみ振興公社 まんのう町東山峠より大川
山

県境にある東山峠から大川山へ。
途中の「樫の休場」からは讃岐平野を楽しめます。
お弁当付きです。

一般

大人2,500円、
小人800円、
(保険料、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

13 6/15(土) キャッチ・ザ・自然Ⅰ
「干潟の生き物観察会」

かがわ自然観察会 坂出市林田町
綾川河口

干潟の生き物を観察して、干潟の役割を知ります。
アサリの飼育調査も行います。

どなたでも 300円
野外活動ができる服装で
持ち物：水筒、弁当、タ
オル、帽子、軍手、長靴

MAIL:kgw.shizen-
kansatu@outlook.com https://shizenkansatu.web.fc2.com/

14 7月 親子でサマーキャンプ 香川県 屋島少年自然の家 シーカヤック、クラフト、カッター体験などを行います。 県内小学生及びその
保護者

3,000円程度
屋島少年自然の家
TEL:087-843-4545

https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/
subsite/yasho/index.shtml

15 7月～8月 親子でカヌー 香川県 屋島少年自然の家 屋島湾内のシーカヤック体験を行います。
県内在住小学生(低学
年)及びその保護者 500円程度

屋島少年自然の家
TEL:087-843-4545

https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/
subsite/yasho/index.shtml

16 8月 サマーチャレンジイン屋島 香川県 屋島少年自然の家 カッター体験、クラフト、いかだ作りなどを行います。
県内在住小学生(高学
年)及び中学生

3,000円程度 屋島少年自然の家
TEL:087-843-4545

https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/
subsite/yasho/index.shtml

17 11月 屋島で秋を探そう 香川県 屋島少年自然の家
カッター体験、ハイキング、野外炊事、クラフトなどを行
います。

県内在住小学生及び
その保護者 3,000円程度

屋島少年自然の家
TEL:087-843-4545

https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/
subsite/yasho/index.shtml

18 1月 ウィンターチャレンジイン屋島 香川県 屋島少年自然の家 登山、野外炊事、クラフトなどを行います。
県内在住小学生(高学
年)及び中学生

3,000円程度 屋島少年自然の家
TEL:087-843-4545

https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/
subsite/yasho/index.shtml

19 3月 屋島で春を探そう 香川県 屋島少年自然の家 ハイキング、クラフトなどを行います。
県内在住小学生及び
その保護者 1,000円程度

屋島少年自然の家
TEL:087-843-4545

https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/
subsite/yasho/index.shtml

1 7/10(水)
小さな子どものためのおさんぽ
会
「とことこクラブ」

東温市市民福祉部環境保全
課新エネ推進係

東温市
花き研究指導室

木のおもちゃを使用した木育や、自然の中をガイドと一緒
に散策し、生き物の観察を行います。

0～3歳までの乳幼児
とその保護者

無料

定員30名程度
協力：NPO法人自然環境
教育えことのは
詳細はHP参照

東温市 市民福祉部 環境
保全課 新エネ推進係
TEL:089-964-4415

http://www.city.toon.ehime.jp/life/
life_theme/kankyo/ecokids/tokotoko.html

2 9/11(水)
小さな子どものためのおさんぽ
会
「とことこクラブ」

東温市市民福祉部環境保全
課新エネ推進係

東温市
花き研究指導室

木のおもちゃを使用した木育や、自然の中をガイドと一緒
に散策し、生き物の観察を行います。

0～3歳までの乳幼児
とその保護者

無料

定員30名程度
協力：NPO法人自然環境
教育えことのは
詳細はHP参照

東温市 市民福祉部 環境
保全課 新エネ推進係
TEL:089-964-4415

http://www.city.toon.ehime.jp/life/
life_theme/kankyo/ecokids/tokotoko.html

http://www.norosan.or.jp/
http://www.norosan.or.jp/
http://www.city.shunan.yamaguchi.jp/ootabara/
http://www.city.shunan.yamaguchi.jp/ootabara/
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
http://kirara-h.com/
http://www.c-able.ne.jp/~mitou-14/
http://www.city.shunan.yamaguchi.jp/ootabara/
http://www.city.shunan.yamaguchi.jp/ootabara/
http://www.c-able.ne.jp/~mitou-14/
http://goshikivc.jp/
https://sanukimannoupark.jp/
http://mannou-mori.com/
http://e-mikado.jp/
http://e-mikado.jp/
https://sanukimannoupark.jp/
http://www.hibikinomori.gr.jp/
https://shizenkansatu.web.fc2.com/
http://goshikivc.jp/
http://e-mikado.jp/
mailto:kgw.shizen-kansatu@outlook.com
https://shizenkansatu.web.fc2.com/
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/yasho/index.shtml
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/yasho/index.shtml
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/yasho/index.shtml
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/yasho/index.shtml
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/yasho/index.shtml
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/yasho/index.shtml
http://www.city.toon.ehime.jp/life/life_theme/kankyo/ecokids/tokotoko.html
http://www.city.toon.ehime.jp/life/life_theme/kankyo/ecokids/tokotoko.html


愛
媛
県

3 11/13(水)
小さな子どものためのおさんぽ
会
「とことこクラブ」

東温市市民福祉部環境保全
課新エネ推進係

東温市
花き研究指導室

木のおもちゃを使用した木育や、自然の中をガイドと一緒
に散策し、生き物の観察を行います。

0～3歳までの乳幼児
とその保護者

無料

定員30名程度
協力：NPO法人自然環境
教育えことのは
詳細はHP参照

東温市 市民福祉部 環境
保全課 新エネ推進係
TEL:089-964-4415

http://www.city.toon.ehime.jp/life/
life_theme/kankyo/ecokids/tokotoko.html

4 1/15(水)
小さな子どものためのおさんぽ
会
「とことこクラブ」

東温市市民福祉部環境保全
課新エネ推進係 東温市ツインドーム

木のおもちゃを使用した木育や、自然の中をガイドと一緒
に散策し、生き物の観察を行います。

0～3歳までの乳幼児
とその保護者

無料

定員30名程度
協力：NPO法人自然環境
教育えことのは
詳細はHP参照

東温市 市民福祉部 環境
保全課 新エネ推進係
TEL:089-964-4415

http://www.city.toon.ehime.jp/life/
life_theme/kankyo/ecokids/tokotoko.html

5 3/4(水)
小さな子どものためのおさんぽ
会
「とことこクラブ」

東温市市民福祉部環境保全
課新エネ推進係

東温市ツインドーム 木のおもちゃを使用した木育や、自然の中をガイドと一緒
に散策し、生き物の観察を行います。

0～3歳までの乳幼児
とその保護者

無料

定員30名程度
協力：NPO法人自然環境
教育えことのは
詳細はHP参照

東温市 市民福祉部 環境
保全課 新エネ推進係
TEL:089-964-4415

http://www.city.toon.ehime.jp/life/
life_theme/kankyo/ecokids/tokotoko.html

高
知
県

1 5/15(水)～通年 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/

http://www.city.toon.ehime.jp/life/life_theme/kankyo/ecokids/tokotoko.html
http://www.city.toon.ehime.jp/life/life_theme/kankyo/ecokids/tokotoko.html
http://www.city.toon.ehime.jp/life/life_theme/kankyo/ecokids/tokotoko.html
http://www.ochi-kankou.jp/

