
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

滋
賀
県

1

5/19(日)、
6/23(日)、

7/7(日)・21(日)、
9/1(日)・15日(日)、
10/6(日)・20(日)、
11/3(日祝)・17(日)

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/

2 6/23(日) 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 釣り体験や魚すくい、餌やり体験と昼食がセットになった
お得なプランです。

幼小中学生と保護者
こども2,000円、
大人1,400円

要事前申込
定員こども20名

醒井養鱒場
TEL:0749-54-0301 http://samegai.siga.jp/

3 9/7(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 釣り体験や魚すくい、餌やり体験と昼食がセットになった
お得なプランです。

幼小中学生と保護者 こども2,000円、
大人1,400円

要事前申込
定員こども20名

醒井養鱒場
TEL:0749-54-0301

http://samegai.siga.jp/

4 10/20(日) 2019森の秋まつり 栗東自然観察の森 栗東市安養寺178-2
栗東自然観察の森

森の恵みに感謝し、自然のすばらしさを知ることを目的
に、ボランティアの協力を得て実施する楽しいお祭りで
す。

どなたでも 無料
一部有料コーナーあり

歩きやすい服装で 栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

www.city.ritto.lg.jp

5 12/21(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、貴重な採卵体験と昼食が楽しめます。 幼小中学生と保護者
こども2,000円、
大人1,400円

要事前申込
定員こども20名

醒井養鱒場
TEL:0749-54-0301 http://samegai.siga.jp/

京
都
府

1 5/16(木) 水景園のいけばな教室 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

500年の歴史を持ついけばな「池坊」の美の流儀を日本庭
園で学びませんか。
資格を取りたい方、気軽に花を生けたい方、どなたでもニ
ーズにあわせて指導します。

どなたでも
(未就学児は保護者同
伴)

2,000円
(花材費込)

要事前申込(3日前まで)
持ち物：花ばさみ、花を
持ちかえる袋

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/

2 5/18(土)
ボランティア活動
花いっぱい大作戦の会
「アサガオ棚作りと種まき」

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、ボランティア活動です。
どなたでも
(未就学児は保護者同
伴)

無料

10:00～12:00

持ち物：軍手、汚れても
いい服装
※活動詳細はメーリング
リスト登録が必要

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 5/19(日) あっぱれたんぼ
田植えイベント 丹波自然運動公園

丹波自然運動公園
南駐車場及び
近隣の農地

田んぼをキャンバスに、異なった苗を植えて絵を描く、田
んぼアートの田植えイベントを行います。 どなたでも 無料 要事前申込

当日参加も可能
丹波自然運動公園
TEL:0771-82-0300 Http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/

4 5/19(日) 水生昆虫を調査！ 山城総合運動公園 山城総合運動公園
ファミリプール

プール内の水生昆虫の採取と調査を行います。 幼児(保護者同伴)～
小学生

100円 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/

5 5/19(日)
森っこ広場
～森あそび～ けいはんな記念公園

けいはんな記念公園
水景園 芽ぶきの森

森の中で思いっきり体を動かそう！
ハンモックや木のブランコもお楽しみに。

4歳以上とその保護
者
(小3以下は保護者同
伴)

庭園入園料
13:00～16:00
雨天中止
持ち物：軍手

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/

6 5/24(金)～26(日) 新緑のトンボ池一般公開 京都御苑管理事務所、
国民公園協会京都御苑

京都御苑

トンボ池で見られる動植物を観察します。
簡易な解説も行います。
※京都御苑の「トンボ池」を、期間限定で一般公開しま
す。

一般 無料 国民公園協会京都御苑
TEL:075-211-6364

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

7
5/25(土)～6/16(日)の
金・土・日・月曜日 水景園のホタル鑑賞会 けいはんな記念公園

けいはんな記念公園
水景園

毎年大人気のホタル鑑賞会を、今年も開催します。
日本庭園を舞う、幽かなホタルの光をお楽しみください どなたでも

一般400円、
小中学生200円、
未就学児無料
※その他の割引なし

19:00～21:30(21:00受付
終了)
雨天決行

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/

8 5/31(金)～6/2(日) さつき山野草展 丹波自然運動公園
丹波自然運動公園
京都トレーニングセンタ
ー・ロビー

愛好家の方々が丹精込めて作られた、作品の展示を行いま
す。

どなたでも 無料
丹波自然運動公園
TEL:0771-82-0300 Http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/

9 6/2(日) ガーデニング教室 丹波自然運動公園
丹波自然運動公園
旧宿泊所・会議室 初夏にむけての寄せ植えを行います。 どなたでも 2,500円

要事前申込
定員30名

丹波自然運動公園
TEL:0771-82-0300 Http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/

10 6/8(土) 天文教室 丹波自然運動公園 丹波自然運動公園
丹波天文館

月・木星・春の星座などの観望を行います。
小学生以上
(小・中学生は保護者
同伴)

300円
要事前申込
定員50名

丹波自然運動公園
TEL:0771-82-0300 Http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/

11 7/7(日) ガーデニング教室 丹波自然運動公園 丹波自然運動公園
旧宿泊所・会議室

キッチンハーブの寄せ植えを行います。 どなたでも 2,500円 要事前申込
定員30名

丹波自然運動公園
TEL:0771-82-0300

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

12 7月下旬～8月上旬 水生生物調査

京丹後市青少年健全育成
会、
京丹後市教育委員会、
京丹後市生活環境課

京丹後市内 教育委員会が実施する、夏休み自然体験事業の一環として
実施する、水生生物調査です。

京丹後市内の小学
5・6年生

無料 濡れても良い服装で 京丹後市生活環境課
TEL:0772-69-0240

13 11月上旬 紅葉のブナ林観察会 京丹後市生活環境課 京丹後市大宮町五十河　地
内

ハイキングしながら、講師の先生に案内してもらう、紅葉
の内山ブナ林の観察会です。

一般 無料 軽登山可能な服装で 京丹後市生活環境課
TEL:0772-69-0240

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

大
阪
府

1
4/13(土)、
5/18(土)、
6/15(土) 

森の実習隊 錦織公園指定管理グループ 富田林市
錦織公園

錦織公園のボランティア錦織フォレスターと、樹林管理作
業を行い、主に間伐作業を体験できます。

18歳以上 無料

要事前申込(公園窓口及び
電話にて受付)
定員5名(先着)

5/18(土) 、6/15(土) にも
開催

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

http://nishikori-park.jp/

2 4/14(日) とんぼの学校タケノコ掘りを楽し
もう

蜻蛉池公園管理事務所 岸和田市
蜻蛉池公園

蜻蛉池公園において、タケノコ掘りイベントを実施しま
す。
みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。

一般 300円

要事前申込(公園窓口及び
電話にて受付)
各回(AM/PM)定員20組(先
着)

蜻蛉池公園管理事務所
TEL:072-443-9671 https://tonboike-park.net/

3 5/16(木) 動く図書館＠植物園
～みどりのライブラリー～

共催
豊中市立岡町図書館、
服部緑地都市緑化植物園

豊中市
服部緑地都市緑化植物園

入り口前広場に3,000冊の本を載せた「動く図書館とよ１
ぶっくる」が登場します。 一般

無料
(入園の場合は入園料が必
要)

貸出には豊中市立図書館
の利用者カード(広域除
く)が必要

豊中市立岡町図書館(動く
図書館)

TEL:06-6843-4553

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

4 5/17(金)～19(日) 第40回さつき盆栽花季展 堺市都市緑化センター 堺市都市緑化センター サツキ盆栽を多数展示し、席飾りの魅力を楽しむ展示会で
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/

5 5/18(土) タマネギの収穫体験 管理事務所
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、たまねぎの収穫体
験をしてみませんか。
タマネギの試食もします。

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/

6 5/18(土) タマネギ掘りと木こり体験 堺自然ふれあいの森 堺市南区
堺自然ふれあいの森

畑でタマネギの収獲と、森で木こりの体験をします。 小学生 200円 要事前申込
定員15名

堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

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

7 5/18(土) 森の学習
～花にくる虫の観察～

堺自然ふれあいの森 堺市南区
堺自然ふれあいの森

花にはどんな虫がみつを吸いに来るのかな？
花によって集まる虫が違うのかな？
一緒に調べてみましょう！

小学生と保護者 200円
要事前申込
定員15名

堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800 http://www.sakai-fureainomori.jp/

8 5/18(土)・19(日) ヒメボタル学習会・観察会 ヒメボタル保護者会

豊中市
豊中市立野畑図書館～春日
町ヒメボタル特別緑地保全
地区

希少なヒメボタルについて、クイズやうちわ作りなどを交
えて楽しく学び、現地で観察会を行います。 一般 無料

定員各日100名
要事前申込
長ズボン・運動靴等の動
きやすい服装

豊中市環境部公園みどり
推進課
TEL:06-6843-4141

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

9
5/19(日)、
6/8(土)、
7/7(日)

春ファミリー自然学校 紀泉わいわい村 紀泉わいわい村

5/19：田んぼでどろんこあそび
6/8：ホタル観賞会
7/7川あそび
また、各回で野外料理を作ります。

幼児以上を含む家族

大人8,000円、
小・中学生6,400円、
幼児4,800円
(/3回)

要事前申込
定員13組程度

紀泉わいわい村
TEL:072-485-0661

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

10 毎月第3日曜日 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

久宝寺緑地管理事務所
TEL:072-992-2489

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

11 5/25(土)～6/25(火) 花しょうぶ園開園 山田池公園管理事務所 枚方市
山田池公園　花しょうぶ園

約140品種、約10,000株のハナショウブを公開します。
見頃の時期にはライトアップも行います。

一般 無料 http://yamadaike.osaka-park.or.jp/

12 5/25(土) あおぞらおはなし会 豊中市立岡町図書館
豊中市
堀田公園

青空の下で、絵本の読み聞かせ等をします。
晴れるといいね！ 幼児～小学生 無料

雨天の場合は、岡町図書
館で実施
事前申込不要
駐車スペースなし

豊中市立岡町図書館(動く
図書館)
TEL:06-6843-4553

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

13 5/26(日) 春の自然観察会 枚岡公園管理事務所 東大阪市
枚岡公園

枚岡公園を中心とした新緑の山を巡り、樹木や草花などを
観察しながら、身近な自然を散策します。 一般

大人300円、
小人100円

要事前申込(5/1(水)から電
話で受付)
定員25名(先着)

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

14 5/26(日) 自然観察会 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」と一緒に公園を散策し
ながら、様々な動植物を観察してみませんか。

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/

15 5/26(日)～6/2(日) 第54回堺さつき展 堺さつき会 堺市都市緑化センター 丹精込めたサツキを多数展示し、多彩な花の色や形の変化
を楽しむ展示会です。

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/

16 毎月第4日曜日 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 久宝寺緑地管理事務所
TEL:072-992-2489

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

17 6/1(土) 田植え＆そうめん流し体験
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」が育てているレンジャ
ー棚田で、田植えやそうめん流し体験をしませんか。 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 毎月第1土曜日 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。
一般
(子ども向け) 100円

定員30名程度(先着) (公財)堺市公園協会
TEL:072-245-0070

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

19 6/8(土) ジャガイモの収穫体験
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」が育てているレンジャ
ー棚田で、ジャガイモの収穫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/

20 6/9(日) 田植え体験 錦織公園指定管理グループ 富田林市
錦織公園　河内の里

河内の里の田んぼの田植え体験をします。
毎年大人気のイベントです。

小学生以上 300円
要事前申込(5/9(木)から公
園窓口及び電話で受付)
定員15名(先着)

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

http://nishikori-park.jp/
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21 6月上旬～7月下旬 初夏のあじさい巡り！！ 都市公園長野公園管理共同
体

河内長野市
長野公園　奥河内あじさい
公園、
奥河内さくら公園

長野公園「奥河内あじさい公園」では、2,000株以上のア
ジサイと500株以上のガクアジサイを楽しめます。

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

22 6/16(日) 生駒草花ハイク 枚岡ネイチャークラブ
東大阪市
枚岡公園

枚岡公園から府民の森「ぬかた園地・アジサイ園」(往復
約8km)まで、草花を観察しながらハイキングします。 一般

大人300円、
小人100円

要事前申込(6/1(土)から電
話で受付)

定員25名(先着)

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

23 6/22(土)
実りの農作業体験
家族で楽しむジャガイモの収穫
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

実りの里で育てたジャガイモ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/人

要事前申込(窓口・電話に
て受付)
定員20家族(先着)

山田池公園管理事務所
TEL:072-851-4761 http://yamadaike.osaka-park.or.jp/

24 6/23(日) 親子しぜん体験会 せんなん里海公園

泉南郡岬町
せんなん里海公園
しおさい学習館・さとうみ
磯浜

海の生き物たちとのふれあいを楽しもう！
見るだけじゃつまらない…そんな子どもたち、集まれー！

幼稚園から小学生
(保護者同伴) 無料

要事前申込(6/5(水)から公
園窓口及び電話で受付)
定員20名(先着)

せんなん里海公園管理事
務所
TEL:072-494-2626

https://www.osaka-park.or.jp/rinkai/sennan/
main.html

25 6/30(日) あじさいトレッキング 大阪府みどり公社 東大阪市
ぬかた園地

生駒ケーブル鳥居下駅から「あじさい園」と、役行者の所
縁の寺院を巡るトレッキングを行います。 一般 500円

要事前申込
定員50名

大阪府みどり公社
TEL:06-6266-1038 http://osaka-midori.jp/mori/index.html

26 11/3(日祝) 山とみどりのフェスティバル NPO山麓保全委員会、
箕面市

箕面公園竜安寺前広場、
箕面駅前ステージ、
夫婦橋、
梅屋敷、他

自然素材を使った工作や体験コーナー、活動写真の展示、
山麓ファンド募金、音楽ステージ等を行います。

一般 無料
NPO山麓保全委員会
TEL:072-724-3615

27 11/26(火)～30(土) 明治の森箕面国定公園の自然と
生き物の写真展

NPO山麓保全委員会、
箕面市

箕面文化・交流センター
大会議室

国定公園の風景や植物、キノコ、生き物などの写真展、及
び箕面の災害の歴史など写真パネル展示などを行います。 一般 無料

NPO山麓保全委員会
TEL:072-724-3615

28 12/8(日) 人と自然の共生のための研究フ
ォーラム

NPO山麓保全委員会、
箕面市

箕面文化・交流センター
大会議室

箕面市内の多様な静物の特性や現状を学び、生物多様性の
保全や環境と関連性を考えるための講演等を行います。

一般 無料 NPO山麓保全委員会
TEL:072-724-3615

兵
庫
県

1 5/17(金)～19(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

姫路市・神河町・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
4/19(金)～21(日)にも開催

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 11/16(土)・17(日) ひめじ花と緑のガーデンフェア
姫路市、
(一財)姫路市まちづくり振
興機構

姫路市
大手前公園

草花や植木にふれあう機会を提供し、緑化意識を持ってい
ただく秋のイベントです。

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/

3 11月中旬 自然探勝会 姫路市
姫路市内
里山

講師を招いて、植物の特性や名前の由来等の説明を聞きな
がら、自然の中を探索します。 一般 無料

要事前申込
定員80名

姫路市公園緑地課
TEL:079-221-2412

http://www.city.himeji.lg.jp/s80/2212412/
_5127/_9596.html

4 3月中旬 ひめじ緑いち
姫路市、
(一財)姫路市まちづくり振
興機構

姫路市
大手前公園

草花や植木にふれあう機会を提供し、緑化意識を持ってい
ただく春のイベントです。 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/

奈
良
県

1 6/9(日)
吉野熊野国立公園大台ヶ原地区
パークボランティア
自然観察ハイキング

近畿地方環境事務所吉野自
然保護官事務所

吉野郡上北山村
大台ヶ原
(吉野熊野国立公園)

大台ヶ原をよく知るパークボランティアが一緒に東大台を
散策し、自然や取組みについてお話します。

小学生以上 有料
(保険料)

雨天決行
持ち物：弁当、水筒、雨
具必須

吉野自然保護官事務所(担
当：小川)

TEL:0746-34-2202

http://kinki.env.go.jp

2 7月上旬
予定

アクティブ・レンジャー自然観察
会

近畿地方環境事務所吉野自
然保護官事務所

吉野郡上北山村
大台ヶ原
(吉野熊野国立公園)

アクティブレンジャーが案内人となり、大台ヶ原の自然環
境や自然再生についてご紹介します。

小学生以上 有料
(保険料)

雨天決行
持ち物：弁当、水筒、雨
具必須

吉野自然保護官事務所(担
当：小川)
TEL:0746-34-2202

http://kinki.env.go.jp

3 7/21(日)
吉野熊野国立公園大台ヶ原地区
パークボランティア
自然観察ハイキング

近畿地方環境事務所吉野自
然保護官事務所

吉野郡上北山村
大台ヶ原
(吉野熊野国立公園)

大台ヶ原をよく知るパークボランティアが一緒に東大台を
散策し、自然や取組みについてお話します。

小学生以上 有料
(保険料)

雨天決行
持ち物：弁当、水筒、雨
具必須

吉野自然保護官事務所(担
当：小川)

TEL:0746-34-2202

http://kinki.env.go.jp

4 7月下旬
予定

神秘の森 荘厳の山 大台ヶ原を歩
く

近畿地方環境事務所吉野自
然保護官事務所

吉野郡上北山村
大台ヶ原
(吉野熊野国立公園)

大台ヶ原登録ガイドによる東・西大台ガイドウォーク、特
別講師による自然再生ガイドウォークを実施します。

一般
有料
(弁当代・保険料・立入手
数料)

雨天決行
持ち物：水筒、雨具必要
公共交通機関での参加が
必要

5 8/11(日祝)
吉野熊野国立公園大台ヶ原地区
パークボランティア
自然観察ハイキング

近畿地方環境事務所吉野自
然保護官事務所

吉野郡上北山村
大台ヶ原
(吉野熊野国立公園)

大台ヶ原をよく知るパークボランティアが一緒に東大台を
散策し、自然や取組みについてお話します。

小学生以上 有料
(保険料)

雨天決行
持ち物：弁当、水筒、雨
具必須

吉野自然保護官事務所(担
当：小川)
TEL:0746-34-2202

http://kinki.env.go.jp

6 8月上旬
予定

神秘の森 荘厳の山 大台ヶ原を歩
く

近畿地方環境事務所吉野自
然保護官事務所

吉野郡上北山村
大台ヶ原
(吉野熊野国立公園)

大台ヶ原登録ガイドによる東・西大台ガイドウォーク、特
別講師による自然再生ガイドウォークを実施します。

一般
有料
(弁当代・保険料・立入手
数料)

雨天決行
持ち物：水筒、雨具必要
公共交通機関での参加が
必要

7 8月下旬
予定

アクティブ・レンジャー自然観察
会

近畿地方環境事務所吉野自
然保護官事務所

吉野郡上北山村
大台ヶ原
(吉野熊野国立公園)

アクティブレンジャーが案内人となり、大台ヶ原の自然環
境や自然再生についてご紹介します。

小学生以上 有料
(保険料)

雨天決行
持ち物：弁当、水筒、雨
具必須

吉野自然保護官事務所(担
当：小川)
TEL:0746-34-2202

http://kinki.env.go.jp

8
9月下旬
予定

神秘の森 荘厳の山 大台ヶ原を歩
く

近畿地方環境事務所吉野自
然保護官事務所

吉野郡上北山村
大台ヶ原
(吉野熊野国立公園)

大台ヶ原登録ガイドによる東・西大台ガイドウォーク、特
別講師による自然再生ガイドウォークを実施します。 一般

有料
(弁当代・保険料・立入手
数料)

雨天決行
持ち物：水筒、雨具必要
公共交通機関での参加が
必要

9 10/6(日)
吉野熊野国立公園大台ヶ原地区
パークボランティア
自然観察ハイキング

近畿地方環境事務所吉野自
然保護官事務所

吉野郡上北山村
大台ヶ原
(吉野熊野国立公園)

大台ヶ原をよく知るパークボランティアが一緒に東大台を
散策し、自然や取組みについてお話します。 小学生以上

有料
(保険料)

雨天決行
持ち物：弁当、水筒、雨
具必須

吉野自然保護官事務所(担
当：小川)
TEL:0746-34-2202

http://kinki.env.go.jp

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/
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