
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

北
海
道

1 4/14(日) 春の足音を聴きに行こう 釧路湿原国立公園連絡協議
会

阿寒郡鶴居村
温根内ビジターセンター
(釧路湿原国立公園)

釧路湿原の中を唯一あるける温根内木道で、楽しいネイチ
ャービンゴをしながら春を探します。

一般 無料 温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

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

2 5/19(日) 早朝バードウォッチング
釧路湿原国立公園連絡協議
会

阿寒郡鶴居村
温根内ビジターセンター
(釧路湿原国立公園)

毎年満員御礼の人気イベント！
野鳥のさえずりで大賑わいの早朝を狙って観察します。 一般 無料

温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323 http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

3 5/21(火） マルハナバチを探そう!! 石狩市環境保全課 紅葉山公園
街中に飛んでいるマルハナバチを探して、様子を観察しま
す。
外来種についても学びます。

一般 無料
石狩市環境保全課
TEL:0133-72-3269

4 5/28(火) マルハナバチを探そう!! 石狩市環境保全課 はまなすの丘公園
街中に飛んでいるマルハナバチを探して、様子を観察しま
す。
外来種についても学びます。

一般 無料
石狩市環境保全課
TEL:0133-72-3269

5 6/1(土) 新緑の湿原　野鳥観察会 釧路湿原国立公園連絡協議
会

川上郡標茶町
シラルトロ湖・蝶の森周辺
(釧路湿原国立公園)

新緑が目立ち始めたフィールドを散策しながら、野鳥観察
をします。 一般 無料 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/

6 6/9(日) 初夏の花を見に行こう
釧路湿原国立公園連絡協議
会

阿寒郡鶴居村
温根内ビジターセンター
(釧路湿原国立公園)

いよいよ花のシーズン到来。
春を代表する湿原の花々を観察します。 一般 無料

温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

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

7 7/26(金)～28(日) ホタルの週末
釧路湿原国立公園連絡協議
会

阿寒郡鶴居村
温根内ビジターセンター
(釧路湿原国立公園)

釧路湿原に棲むヘイケボタル。
その不思議な生態と観察方法を学んでから、夜の湿原へと
出かけます。

一般 無料
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)(日)～10/27の
土・日・祝日(夏休みは

毎日)
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

八戸シーガルビューホテ
ル　℡：
TEL:0178-33-3636

https://hachinohe-kanko.com/1838

2

5/25(土)～9/28(土)の土
曜日、

6月～9月の第4日曜日
種差朝ヨガ

種差あねっこ、
種差観光協会

種差海岸
種差天然芝生地

朝日を浴びながらゆったりと、波の音とさわやかな空気に
つつまれた中での、ヨガ体験です。 一般 500円 7:00～8:00

民宿石橋
TEL:0178-38-2221

https://www.facebook.com/
tanesashiasayoga/

3 10月中旬～11月上旬 中野もみじ山ライトアップ 黒石市観光課 中野もみじ山
古嵐山と称される中野もみじ山でライトアップが行われ、
幻想的な空間が演出されます。 一般 無料

黒石市観光課
TEL:0172-52-2111(内線
647)

http://www.city.kuroishi.aomori.jp/
Sight_Seeing/Sig_Nakano_02.html

岩
手
県

1
4/13(土)、6/8(土)、

10/12(土)、12/14(土)、
2/8(土)

野鳥を描く　スケッチ教室 岩手県滝沢森林公園 岩手県滝沢森林公園 好きな野鳥を描くコツを教えてもらいます。
バードカービング教室の彩色の腕を磨きましょう。

岩手県滝沢森林公園
TEL:019-688-5522

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

2 5/15(水)～5/30(木) 企画展「緑と水と自然」 久慈市立図書館 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 5/9(木)から開催 久慈市立図書館
TEL:0194-53-4605

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

3 5/17(金) もりおか歴史自然めぐり 盛岡市環境企画課 盛岡城跡、
中津川周辺

盛岡城跡や中津川周辺を歩いて巡り、歴史や自然に触れま
す。

一般 28円
(保険料)

詳細はHP(環境部ウェブ
サイト)参照

盛岡市環境企画課
TEL:019-626-3754

kankyou@city.morioka.iwate.jp

4 毎月第3日曜日

定例森の観察会
植物の不思議探検隊、
虫の目で見るネイチャーラン
ド、
自然の宝物見つけ隊

岩手県滝沢森林公園
岩手県滝沢森林公園
(11/17のみ御所湖広域公園
で冬鳥観察)

森林の様子を、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

5 5/25(土) 区界土遊塾① 盛岡市教育委員会 区界高原少年自然の家 水晶探し、火おこし、野外炊事を行います。 小中学生とその家族 1,200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
7/13(土)、9/14(土)、
11/9(土)、1/11(土)、

3/14(土)
バードカービング教室 岩手県滝沢森林公園 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年生以上

参加料500円、
材料代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

7 7/20(土)～21(日) アウトドア・イン区界
～夏の巻～ 盛岡市教育委員会 区界高原少年自然の家 兜明神岳登山、野外炊事、ホタル観察会などを行います。 小中学生とその家族

3,000円
(前年度実績)

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

8 7/27(土)～7/29(月) 夏山にチャレンジ 盛岡市教育委員会 区界高原少年自然の家 海での活動、兜明神岳登山、冒険活動などを行います。 小学校4年生以上 5,000円
(前年度実績)

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

9
7/27(土)、8/24(土)、

9/28(土)、10/26(土)、
11/9(土)

シェアリングネイチャー 岩手県滝沢森林公園 岩手県滝沢森林公園 ネイチャーゲームを楽しみながら、自然との一体感を味わ
います。

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

10 8/3(土) 区界土遊塾② 盛岡市教育委員会 区界高原少年自然の家 兜明神岳登山を行います。 小中学生とその家族
1,200円
(前年度実績)

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

宮
城
県

1 5/18(土) はじめて！バードウォッチング (公財)仙台市公園緑地協会 仙台市太白山自然観察の森 野鳥観察をはじめてみたい方向けに、野鳥の楽しみ方を学
びます。

一般
(10歳以上)

無料 要事前申込
定員15名

自然観察センター
TEL:022-244-6115

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

2 5/19(日) 野鳥のくらしを探ろう ことりはうす ことりはうす 去年設置した巣箱の状況を確認します。
その後は、お楽しみでピザでも焼いて食べませんか。

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

3 5/19(日) 親子で巣箱づくり 昭和万葉の森 昭和万葉の森　園内 身近な野鳥に関心を持つため、巣箱を作ります。 親子 500円 定員15組
動きやすい服装

昭和万葉の森
TEL:022-345-4623

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

4

5/19(日)・26(日)、
6/2(日)・9(日)・

16(日)・23(日)・30(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　

5 5/25(土) 蔵王トレッキング(千年杉) ことりはうす ことりはうす 春の千年杉を白龍の滝を歩きます。 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

6 5/25(土) 野鳥の森カフェ ことりはうす ことりはうす 野鳥の森を散策した後、森林広場でゆっくりとカフェを楽
しみます。

一般 1,000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

7 5/25(土) 新緑の鈎取山ハイク (公財)仙台市公園緑地協会
太白山自然観察の森～鈎取
山国有林

里山とは違った原生的な自然が残る、鈎取山国有林を歩き
ます。 一般 無料

要事前申込
定員20名

自然観察センター
TEL:022-244-6115

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

8

5/26(日)

①10:00～12:00　
②13:30～15:30

自然観察会
「川崎鉱山跡の鉱物」 仙台市科学館 川崎町古関川崎鉱山跡

水晶、黄鉄鉱、黄銅鉱、閃亜鉛鉱などの鉱物採集を行いま
す。

小学3年生以上(小学
生は保護者同伴) 無料

定員各30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

9 6/7(金) 森の中を歩こう 昭和万葉の森 昭和万葉の森　園内 アジサイなどの植物を観賞します。 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

10 6/21(金) 万葉植物巡り 昭和万葉の森 昭和万葉の森　園内 万葉集に詠まれた植物を解説します(特別講師)。 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

11 6/29(土) 夜の森のかんさつ会 (公財)仙台市公園緑地協会 仙台市太白山自然観察の森
ホタルやセミの羽化など、夜の森で生き物たちを観察しま
す。 一般 無料

要事前申込
定員20名

自然観察センター
TEL:022-244-6115

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

12 7/4(木) 初夏の森歩き 昭和万葉の森 昭和万葉の森　園内 ネムの木などを鑑賞します。 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

13 7/20(土) 昆虫観察会 昭和万葉の森 昭和万葉の森　園内 園内の昆虫を探そう(特別講師)。 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

14
7月中

(日にちは未定) 海彦、山彦わんぱくキャンプ NPO法人ウイザス 松島町野外活動センター
松島の海と山で遊びます。
1泊2日の宿泊体験です。 小学3～6年生 5,000円程度 要事前申込

松島町野外活動センター
TEL:022-353-3910 ―

秋
田
県

1 5/25(土)

白神山地「二ッ森」登山ルート
山開き、
自然観察会　
ミネザクラをみよう

八峰町 ぶなっこランド 山開き式典終了後、二ッ森登山を行います。
所要時間、登山口から往復2時間となっております。

一般
(小学生以上)

大人3,000円、
小人2,000円

定員30名 八峰町産業振興課
TEL:0185-76-4605

http://www.town.happou.akita.jp/

2 6/8(土)～9(日) あきた白神まつり2019 秋田県自然保護課 秋田市内
世界遺産白神山地の魅力と、保全の重要性を県民等に知っ
ていただくための、環境イベントです。 どなたでも 無料

秋田県自然保護課
TEL:018-860-1614 https://www.pref.akita.lg.jp/

山
形
県

1 4/14(日) 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

4/17(水)にも実施 月山ビジターセンター
TEL:0235-62-4321

https://gassan.jp/

2 5/15(水)～3/31(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。
専門ガイドが楽しく安全なウォーキングをサポート。

どなたでも
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
い服装で
4/1(月)から通年で実施

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/

3
5/15(水)～3/31(火)の毎

日 空色・暮色ウォーキング 上山市観光物産協会

坊平(6月中旬～10月中
旬)、
西山(10月中旬～12月末)、
葉山(1月～3月)

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 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。
4/1(月)から通年で実施。

上山市観光物産協会
TEL:023-672-0839 http://kaminoyama-spa.com/

福
島

1 4/3(水)～4/14(日)
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

5/6(月祝)まで開催
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

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/
http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/
http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/
http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/
https://hachinohe-kanko.com/1838
https://www.facebook.com/tanesashiasayoga/
http://www.city.kuroishi.aomori.jp/Sight_Seeing/Sig_Nakano_02.html
http://kuji-library.sakura.ne.jp/
mailto:kankyou@city.morioka.iwate.jp
https://www.koiwai.co.jp/shiteikanri/takizawa_fp/index.html
https://www.pref.akita.lg.jp/
https://gassan.jp/
http://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/site/kurort/
http://kaminoyama-spa.com/


島
県

2 5/19(日) 安達太良山の山開き 安達太良連盟
安達太良山山頂
(雨天の場合は、奥岳登山
口）

10:00AMから山開き参加記念ペナントを配布。
11:00AMより安全祈願祭。
11:20AMよりMs.あだたらコンテストを実施します。

どなたでも 無料
雨天時は、安全祈願祭の
み。 http//www.nihonmatsu-kanko.jp/？P=4676

栃
木
県

1 4/14(日)
【4月特別編】
「カタクリの咲く早春の森歩
き」

那須平成の森フィールドセ
ンター

栃木県・那須平成の森フィ
ールドセンター
(日光国立公園)

雪融けから間もない学びの森で、カタクリやショウジョウ
バカマ等、早春の植物の花を見つけて歩きます。

高校生以上 2,800円
定員9名(先着)
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/
archives/11641

2 5/19(日) 花の回廊中禅寺湖北岸 (一財)自然公園財団日光支
部

日光市
中禅寺湖北岸

奥日光の春を告げる花々を探す旅。
新緑やツツジの花を楽しみながら、千手ヶ浜までをのんび
り散策します。

一般
(中学生以上)

2,000円 小雨決行
荒天中止

(一財)自然公園財団日光
支部
TEL:0288-62-2461

3 5/19(日) 中禅寺湖南岸トレッキング① 日光自然博物館
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 要事前申込

定員8名
日光自然博物館
TEL:0288-55-0880

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

4 毎月2回実施開催 ネイチャーウオーク大沼公園 塩原温泉ビジターセンター
(日光国立公園)

那須塩原市
塩原自然研究路
大沼公園

参加者現地集合・解散型散策プログラム。
2.5時間程度のショート散策プログラムです。

一般・家族 500円
要事前申込毎回
定員25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/

5 5/26(日)
現代版 奥の細道
裏見の滝

(一財)自然公園財団日光支
部

日光市
憾満ヶ淵・裏見の滝周辺

青葉若葉色づく頃、芭蕉の旅に思いを馳せながらハイキン
グします。
日光ならではの自然と歴史を楽しみます。

一般
（中学生以上・15歳
未満は保護者同伴・
20歳未満は親権者の
同意必要）

2,000円
小雨決行
荒天中止

(一財)自然公園財団日光
支部
TEL:0288-62-2461

6 5/26(日)
那須平成の森開園記念特別ガイ
ドウォーク 那須平成の森

那須郡那須町
那須平成の森フィールドセ
ンター

開園9年目を記念して、開園前より那須平成の森の自然を
見続けている特別講師をお迎えし、ツツジ咲く森を歩きま
す。

高校生以上 2,800円 要事前申込
那須平成の森フィールド
センター
TEL:0287-74-6808

http://www.nasuheiseinomori.go.jp

7 5/26(日)、6/2(日) スマートトレッキングin那須高原 NPO法人那須高原自然学
校

那須郡那須町
マウントジーンズ那須

樹齢100～300年超のゴヨウツツジ群生地を、ネイチャー
ガイドと一緒に訪ねるスマートハイキングです。

一般 4,800円 要事前申込
NPO法人那須高原自然学
校
TEL:0287-63-5559

http://go-and-joy.com/

8 6/2(日)
森の中でリフレッシュ
中禅寺湖南岸
(女性限定イベント)

(一財)自然公園財団日光支
部

日光市
中禅寺湖南岸

女性限定！
非日常な景色の中で、心もキレイに！
起伏の少ない湖岸沿いで、自然の癒しを感じながら散策し
ます。

一般の女性限定
（中学生以上・15歳
未満は保護者同伴・
20歳未満は親権者の
同意必要）

2,000円
小雨決行
荒天中止

(一財)自然公園財団日光
支部
TEL:0288-62-2461

9 6/29(土)
春の中禅寺湖畔ナイトハイキン
グ 日光自然博物館

日光市
中禅寺湖

夜ならではの自然を楽しみながら、中禅寺湖畔をナイトハ
イキングします。 親子・一般 1,000円

要事前申込
定員20名程度

日光自然博物館
TEL:0288-55-0880 https://www.nikko-nsm.co.jp/

群
馬
県

1 4/14(日)
企画展シンポジウム
「いつまでも美しく豊かな谷川
連峰であり続けるために」

群馬県立自然史博物館 富岡市上黒岩1674-1
自然保護・保全に携わる専門家が集い、谷川連峰の自然に
ついて総合討論を行います。

小学生以上 無料 自然史博物館
TEL:0274-60-1200 http://www.gmnh.pref.gunma.jp

2 4/14(日)
ファミリー自然観察会
「化石さがしに挑戦しよう」 群馬県立自然史博物館 富岡市上黒岩1674-1

高崎市吉井町の吉井運動公園周辺の鏑川河川敷で、化石を
採集します。

家族向け
(４才以上)

50円
(保険料)

自然史博物館
TEL:0274-60-1200 http://www.gmnh.pref.gunma.jp

3 4/14(日) 園外観察会
｢川の水生昆虫｣

ぐんま昆虫の森 みどり市
小平川

小平川(みどり市)で見られる水生昆虫を観察します。 どなたでも
200円、
小・中学生100円

要事前申込
定員20名

ぐんま昆虫の森
昆虫企画係

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

4 5/15(水)～11/18(月) 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

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 4/20(土)から開催
鹿沢インフォメーション
センター
TEL:0279-80-9119

http://www.kazawa.jp/

5 5/15(水)～5/31(金) 高原ガイドウォーク
鹿沢インフォメーションセ
ンター

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 5/13(月)から開催

鹿沢インフォメーション
センター
TEL:0279-80-9119

http://www.kazawa.jp/

6 5/15(土)～5/19(日)
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 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)から開催
自然史博物館
TEL:0274-60-1200

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

7 5/15(土)～5/19(日)
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
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
4/27(土)から開催

藤岡市企画課
TEL:0274-40-2424

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

8 5/26(日) わくわく万探ツアー
「夜明けの鳥の大コーラス」 万座しぜん情報館

嬬恋村
(上信越高原国立公園)

初夏の夜明け前しか聞けない鳥のコーラス鑑賞と、秘密の
ポイントでのバードウォッチングをします。 一般 1,200円

双眼鏡レンタル200円
雨天予備日6/9(日)

万座しぜん情報館
TEL:0279-97-4000 http://www.manzanc.jp/

9 5/26(日) 自然観察会 NPO群馬県自然保護連盟 桐生　吾妻山
新緑の中で野鳥のさえずりを聞きながら、ツツジ等の開花
と桐生市の眺望を楽しもう。 どなたでも 300円 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

10 5/26(日)
企画展観察会
「みなかみ町共同企画谷川岳天
神平観察会」

群馬県立自然史博物館 谷川岳天神平 谷川岳天神平において、自然観察会を行います。 小学生以上 50円
(保険料)

ロープウェイ運賃・リフ
ト運賃等は各自で負担

自然史博物館
TEL:0274-60-1200

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

11 5/26(日) 園外観察会
｢オトシブミ｣

ぐんま昆虫の森 赤城山箕輪周辺 赤城山箕輪周辺で、オトシブミを観察をします。 どなたでも 200円、
小・中学生100円

要事前申込
※発生状況によっては
5/19・6/2に変更

ぐんま昆虫の森
昆虫企画係

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

12 6/1(土)・8(土)・１5(土)
のうち2日 ホタル観賞会 ぐんま昆虫の森 ぐんま昆虫の森内 園内に舞うゲンジボタルを観賞します。 どなたでも

200円、
小・中学生100円

夜間に実施
※発生状況により、日程
を決定

ぐんま昆虫の森
昆虫企画係

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

13
 6/2(日)、 7/7(日)、 

8/4(日)、 8/11(日祝)、
9/1(日)、10/6(日)

しぜん情報館おてがるツアー 万座しぜん情報館 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、野鳥や草花を見ます。

一般 400円 万座しぜん情報館
TEL:0279-97-4000

http://www.manzanc.jp/

14 6/23(日) 自然観察会 NPO群馬県自然保護連盟 桐生　吾妻山
三角山の素晴らしい眺望と、木彫りの動物や野生の動植物
の出会いに期待しよう。 どなたでも 300円 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 7/14(日)・21(日) 樹液に集まる昆虫 ぐんま昆虫の森 ぐんま昆虫の森内 カブトムシなど、樹液に集まる昆虫を観察します。 どなたでも 無料
要事前申込
定員40名

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

16 7/27(土) 夜の雑木林の昆虫探検 ぐんま昆虫の森 ぐんま昆虫の森内 カブトムシなど、夜の雑木林で見られる昆虫を観察しま
す。

どなたでも
200円、
小・中学生100円

夜間に実施 ぐんま昆虫の森
昆虫企画係

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

17 7/27(土) 自然観察会 NPO群馬県自然保護連盟 赤城　水源の森
清流に生きる、水生昆虫、サンショウウオやイワナ等を水
に入って探そう。 児童と保護者 300円 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

18 7/28(日) わくわく万探ツアー
「お花畑のユニ～ク探検」

万座しぜん情報館 嬬恋村
(上信越高原国立公園)

マルハナバチにマークをつけ追跡しながら野道を歩き、高
原の花々やチョウを昆虫目線で楽しみます。

一般 1,200円 雨天予備日8/3(土) 万座しぜん情報館
TEL:0279-97-4000

http://www.manzanc.jp/

19 7/30(火)～8/31(土) 館長の自由研究相談室 万座しぜん情報館
嬬恋村
(上信越高原国立公園)

テーマの見つけ方、生きものの観察の仕方、レポートの書
き方、120点とれるコツなどをアドバイスします。 一般

500円
(一家族15分)

万座しぜん情報館
TEL:0279-97-4000

http://www.manzanc.jp/

20 8/3(土)・10(土)
わくわく万探ツアー
「コウモリ探知＆ウォッチン
グ」

万座しぜん情報館 嬬恋村
(上信越高原国立公園)

コウモリの超音波を探知し、水面を飛ぶ姿を観察します。 一般 500円 雨天中止 万座しぜん情報館
TEL:0279-97-4000

http://www.manzanc.jp/

21 8/11(日祝) 自然観察会と保護活動 NPO群馬県自然保護連盟 赤城　鍋割山
県自然環境保全地域の山を歩こう！
植物や野鳥の生態を学ぼう！ 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

22 8/12(月振)
わくわく万探ツアー
「プランクトンと食虫植物ウォ
ッチング」

万座しぜん情報館 嬬恋村
(上信越高原国立公園)

オタマジャクシの放流と、プランクトン、水生昆虫、トン
ボ、モウセンゴケなど、食物連鎖を実感する観察です。

一般 1,200円 雨天予備日8/13(火) 万座しぜん情報館
TEL:0279-97-4000

http://www.manzanc.jp/

23 8/18(日) 自然観察会と保護活動 NPO群馬県自然保護連盟 谷川　湯檜曽川
特定外来生物オオハンゴンソウ駆除作業を体験しよう。
周辺の植生を知り、自然の仕組みを考えよう。 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

24 9/7(土) 夜の鳴く虫 ぐんま昆虫の森 ぐんま昆虫の森内
クツワムシやカンタンなどの鳴く虫を観察し、鳴き声を楽
しみます。 どなたでも

200円、
小・中学生100円

要事前申込
定員20名
夜間に実施

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

25 9/22(日)
わくわく万探ツアー
「タカが飛ぶのを見にいこう」 万座しぜん情報館

嬬恋村
(上信越高原国立公園) 峠で青空を見上げ、タカやチョウが飛ぶのを観察します。 一般 1,200円

双眼鏡レンタル200円
雨天予備日9/23(月祝)

万座しぜん情報館
TEL:0279-97-4000 http://www.manzanc.jp/

26 10/13(日) わくわく万探ツアー
「野生動物探索ウォーク」

万座しぜん情報館 嬬恋村
(上信越高原国立公園)

ウサギやウシを見ながら、ふだん入れない牧場の奥へ進
み、センサーカメラに写った野生動物をチェックします。

一般 1,400円
双眼鏡レンタル200円
雨天予備日10/14(月祝)　

万座しぜん情報館
TEL:0279-97-4000

http://www.manzanc.jp/

27 12/22(日)
わくわく万探ツアー
「薪ストーブの達人になろう」 万座しぜん情報館

嬬恋村
(上信越高原国立公園)

簡単に上達する薪割りと、火を焚くコツのレッスン、さら
に鉱山の昔話の楽しい座学をします。 一般 1,400円

万座しぜん情報館
TEL:0279-97-4000 http://www.manzanc.jp/

28
1/12(日)、2/9(日)、

3/15(日)

わくわく万探ツアー
「レッツ！ パウダースノーシュ
ー」

万座しぜん情報館
嬬恋村
(上信越高原国立公園) 雪深い巨木の森を滑り歩き、動物の足跡などを探します。 一般 1,400円

スノーシューレンタル
500円
荒天中止

万座しぜん情報館
TEL:0279-97-4000 http://www.manzanc.jp/

1 4/13(土)・14(日) 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あります。

一般
無料
(別途、要入園料)

4/15(月)～4/22(月)の期間
開催

川口市立グリーンセンタ
ー
TEL:048-281-2319

http://greencenter.1110city.com/

2 毎月第2土曜日 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/

3 5/18(土) 山里の自然観察 in 武州日野 埼玉県立自然の博物館 秩父市　荒川日野 春の山里を歩きながら、動植物を観察します。 小学生以上 300円
要事前申込
定員30名

自然の博物館 自然担当
TEL:0494-66-0407 http://www.shizen.spec.ed.jp/

4 通年の毎週土・日曜、
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
埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891 http://www.saitama-shizen.info/
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http://www.kazawa.jp/
http://www.kazawa.jp/
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http://www.manzanc.jp/
http://www.manzanc.jp/
http://www.manzanc.jp/
http://www.manzanc.jp/
http://www.manzanc.jp/
http://www.manzanc.jp/
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http://www.manzanc.jp/
http://www.manzanc.jp/
http://www.manzanc.jp/
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埼
玉
県

5 通年の毎週日曜日 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
内容によっては定員20
名。

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891 http://www.saitama-shizen.info/

6 5/19(日) 休日さとやま部
「さえずり探聴会」

さいたま緑の森博物館 入間市
さいたま緑の森博物館

野鳥のさえずりを聞き分け、声から野鳥の世界をより深く
楽しみます。

20～40歳代 100円 要事前申込
定員15名

さいたま緑の森博物館
TEL:04-2934-4396

http://saitama-midorinomori.jp/

7 5/19(日) ひよこ探検隊
「はらっぱで探検」　　　　　　

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

はらっぱで元気よく遊びます。 未就学児童とその保
護者

200円
いきものふれあいの里セ
ンター
TEL:04-2939-9412　

http://www.ikifure.info/

8 5/19(日) ツリークライミング 宮代町
山崎山(さいたま緑のトラ
スト保全第5号地)

有資格者の指導のもと、専用の器具とロープで行う木登り
をします。 小学生以上

500円
(保険料等)

定員４部制、各組8名
宮代町 町民生活課 環境
推進担当
TEL:0480-34-1111
(275)

9 5/19(日)
かわはく研究室
「川のはたらき・地形・歴史を
学ぼう！①」

埼玉県立川の博物館 かわはく敷地内
学芸員と一緒にかわはくの周辺の地形や川のはたらき、荒
川の歴史等について学びます。
学習する内容は、参加者の皆さんに選んでいただきます。

一般、
小学生、
親子

無料

①10:00～11:00、
②11:00～12:00、
③13:30～14:30、
④14:30～15:30

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

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

10 5/23(木)～24(金) 山のすすめ
「シニアのための登山入門」 埼玉県立長瀞げんきプラザ長瀞町埼玉県立長瀞げんきプラザ

登山の基礎知識習得を目指した初心者向け講座です。
講義だけではなく、演習や交流も行い、楽しく安全に登山
ができるようになることを目的とします。

50歳以上 大人6,000円 登山に適した服装・運動
のできる服装

埼玉県立長瀞げんきプラ
ザ
TEL:0494-66-0177

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

11 5/25(土)～26(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

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

要事前申込
定員30名

埼玉県立小川げんきプラ
ザ
TEL:0493-72-2220

http://ogawagenki.com/

12 5/25(土)～26(日) 親子で！テント泊チャレンジキャ
ンプ②

埼玉県立神川げんきプラザ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。

中学生以下の子ども
がいる親子

1,000円～5,000円
要事前申込4/5(金)～
4/18(木)
定員50名(抽選)

埼玉県立神川げんきプラ
ザ
TEL:0495-77-3442

http://www.kamikawa-genki.com

13 5/26(日)
クリーンふるさと運動
第77回春の美化運動

草加市クリーンふるさと推
進協議会

草加市内全域 地域美化の推進を目的として実施する、市内の一斉清掃で
す。

市民 無料 ―
草加市クリーンふるさと
推進協議会
TEL:048-931-3972

―

14 5月～11月(7月を除く)
の第4土・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

要事前申込3/20～4/7受付
(登録制)

定員各20名
土曜の午前クラス・午後
クラス、日曜クラスあり

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

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

15 6・7・11月(予定) 自然観察会 草加市都市整備部みどり公
園課

そうか公園 樹木：野鳥の観察、自然を利用した遊びの実施を通じ、よ
りみどりに親しんでいただきます。

一般 有料 小学生等対象
草加市都市整備部みどり
公園課
TEL:048-922-1973

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

16 6/1(土)
かわはく体験教室
「カジカガエルの鳴き声を聞こ
う」

埼玉県立川の博物館
都幾川町か
東秩父村か
小川町

夜の川を音(カエルの鳴き声やせせらぎの音)で観察しま
す。
もしかしたらホタルも見られるかも･･･。

一般、
小学3年以上、
親子

100円
19：30～
定員15名

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

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

17 6/15(土) そうか生きものミニ調査会
そうか生きもの調査運営委
員会、
草加市

草加市
谷塚文化センター

南西地域の調査員を中心に、谷塚治水緑地付近で生きもの
を調査、観察します。
魚類調査も実施します。

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

―

18 6/15(土)～6/16(日)

教えて、釣り名人！
親子で楽しむ夏の自然体験キャ
ンプ
「イワナ・ニジマス・バウムク
ーヘン作り体験」

埼玉県立大滝げんきプラザ
秩父市
中津川渓流釣り場他

秩父の渓流で釣りの体験をしたり、プラザ内でバウムクー
ヘンを作ります。

幼児・小中学生とそ
の家族 5,800円程度

要事前申込6/1(土)9:00 電
話で
定員50名(先着)

埼玉県立大滝げんきプラ
ザ
TEL:0494-55-0014

http://www.genki.spec.ed.jp/ootaki/
index.php?page_id=0

19 6/15(土)～6/16(日) ホタルの夕べ鑑賞会
NPO法人宮代水と緑のネ
ットワーク、
宮代町

新しい村　ほっつけ田んぼ ホタルの里親ボランティアが育てたホタルの成虫を放虫
し、ホタルの光を楽しみます。

一般 無料

宮代町 町民生活課 環境
推進担当
TEL:0480-34-1111
(275)

20 6/16(日) かわはく研究室
「ミジンコを観察しよう」

埼玉県立川の博物館 荒川情報局
水の入った田んぼを観察するとみつかる、小さな生き物の
ミジンコを観察します。
小学校理科の顕微鏡の使い方とリンクします。

一般、
小学生、
親子

無料
13:30～15:30

随時定員2組程度
埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333 http://www.river-museum.jp/

21 6/22(土)～6/23(日) ふれあいファミリーキャンプ 埼玉県立長瀞げんきプラザ長瀞町
埼玉県立長瀞げんきプラザ

テント設営、火起し体験、野外炊事、竹クラフトなどを行
います。
長瀞の大自然の中、ご家族みんなでキャンプを体験しま
す。

家族
(小学1年生以上)

子供5,000円、
大人6,000円

9/21にも同じ内容のプロ
グラムを実施予定

埼玉県立長瀞げんきプラ
ザ
TEL:0494-66-0177

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

22 6/29(土) オオムラサキの森で自然観察 埼玉県立自然の博物館 嵐山町
蝶の里公園

国蝶オオムラサキを初めとする、夏の昆虫をメインに自然
観察します。

小学生以上 300円 要事前申込
定員30名

自然の博物館 自然担当
TEL:0494-66-0407

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

23 7/13(土)～7/14(日)

教えて、釣り名人！
親子で楽しむ夏の自然体験キャ
ンプ
「浅瀬釣り・川遊び・BBQ体
験」

埼玉県立大滝げんきプラザ小鹿野町
赤平川河原他

小鹿野に河原で浅瀬釣りの体験をしたり、プラザ内で家族
でバーベキューを体験します。

幼児・小中学生とそ
の家族

4,100円程度

要事前申込7/1(月)9:00 電
話で
定員50名(先着)
による

埼玉県立大滝げんきプラ
ザ
TEL:0494-55-0014

http://www.genki.spec.ed.jp/ootaki/
index.php?page_id=0

24 7/14(日) 奥秩父巨木探訪
カツラ編

(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

秩父市中津川の西沢にある「カツラ」の巨木を目指し、渓
流沿いをトレッキングします。

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

1,000円
(保険料他)

埼玉県森林科学館
TEL:0494-56-0026

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

25 7/20(土)
かわはく体験教室
「竹の水鉄砲つくり」 埼玉県立川の博物館

かわはく敷地内
講座室 竹を使った水鉄砲をつくり、的当てを楽しみます。

一般、
小学3年以上、
親子

200円
13:30～15:30
定員25名

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

26 7/21(日)
かわはく研究室
「土のはたらきを調べてみよう 
－土の中の生きもの－」

埼玉県立川の博物館 荒川情報局
「土と砂のちがい」をキーワードに、土のはたらきを調べ
る実験をデモンストレーションで行います。

一般、
小学生、
親子

無料
13:30～15:30
随時定員5名程度

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

27 7/21(日) 間伐体験と小枝のミニ花台作り (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

「間伐(伐採)」の体験を実施し、伐採した木の幹や枝を使
用し、ミニ花台を作ります。

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

1,000円
(保険料他)

埼玉県森林科学館
TEL:0494-56-0026 http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/

28 7/23(火） 第3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

草加市
そうか公園 そうか公園、中川河川敷で生きものを調査、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

―

29 7/24(水)～7/28(日) 長瀞ワクワク体験キャンプ 埼玉県立長瀞げんきプラザ
長瀞町
埼玉県立長瀞げんきプラザ

子ども達だけで行う長期キャンプです。
夏休みに登山や川遊びなど、長瀞の大自然を体験します。

小学4年生～中学3年
生 19,500円

6/30(日)に事前説明会を
実施

埼玉県立長瀞げんきプラ
ザ
TEL:0494-66-0177

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

30 7/27(土)
森のようちえん　かみかわ野遊
びくらぶ　～川で思いっきり遊
ぼう！～

埼玉県立神川げんきプラザ群馬県藤岡市三波川
夏といえば川遊び！
暑い夏を涼しみながら、親子で思いっきり楽しみましょ
う。

年少～年長とその家
族

500円～2,000円
要事前申込6/19(水)～
7/2(火)

定員35名(抽選)

埼玉県立神川げんきプラ
ザ
TEL:0495-77-3442

http://www.kamikawa-genki.com

31 7/27(土)、
8/17(土)

特別展関連事業
ネズミトーク(仮)

埼玉県立川の博物館 リバーホール ネズミの生態について解説します。
一般、
小学生、
親子

無料 椅子20名
立席10名程度

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

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

32 8/4(日)～8/8(木)

大滝で仲間づくりとわくわく自
然体験！
夏休みジュニアキャンプ
「大滝チャレンジスクール
2019」

埼玉県立大滝げんきプラザ
秩父市
大滝げんきプラザ他

4泊5日でハイキングやアスレチック、キャンプファイアな
ど盛りだくさんのプログラムを経験します。

小学4年生～中学3年
生 17,000円程度

7/1(月)～10(水) はがきで
要事前申込
定員50名(抽選)

埼玉県立大滝げんきプラ
ザ
TEL:0494-55-0014

http://www.genki.spec.ed.jp/ootaki/
index.php?page_id=0

33 8/10(土)～8/11(日祝)
夏休み特別企画ジオパークへ行こ
う！
秩父で化石ハンティング！

埼玉県立長瀞げんきプラザ
長瀞町
埼玉県立長瀞げんきプラザ

夏休みの自由研究に化石ハンティングを行います。
秩父郡市の地質学習、化石探しなどを行います。

家族・グループ
(小学3年生以上)

子供5,500円、
大人7,000円

埼玉県立長瀞げんきプラ
ザ
TEL:0494-66-0177

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

34 8/11(日祝) 渓流散策と滝・魚道巡り (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

学習の森にある「勘兵衛の滝」及び魚道を巡り、体験の森
にある「法印の滝」を目指しトレッキングします。

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

1,000円
(保険料他)

埼玉県森林科学館
TEL:0494-56-0026 http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/

35 8/18(日) かわはく研究室
「かわせみ河原の石ころ話」

埼玉県立川の博物館 荒川情報局 かわせみ河原で見つけられる、代表的な石の名前と特徴を
お話します。

一般、
小学生、
親子

無料 13:30～15:30
各回定員5名程度

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

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

36 8/20(火) 第4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

草加市
獨協大学

獨協大学芝生広場、松原団地記念公園等で生きものを調
査、観察します。
魚類調査も実施します。

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

―

37 8/22(木) かわはく体験教室
「伝統漁法体験」

埼玉県立川の博物館 かわはく敷地内 立ち込み釣りや投網など、昔から行われていた漁法の体験
をします。

一般、
小学3年以上、
親子

500円
午前・午後各1回
各回定員20名

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

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

38 9/14(土)～9/16(月祝) 長瀞キャンプシリーズ～子供のた
めのチャレンジキャンプ～

埼玉県立長瀞げんきプラザ長瀞町
埼玉県立長瀞げんきプラザ

子どもたちだけで行う2泊3日のキャンプです。
テント泊体験や川でのアクティビティ、野外炊事などを行
います。

小学3年生～6年生 8,000円
埼玉県立長瀞げんきプラ
ザ
TEL:0494-66-0177

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

39 9/15(日)
かわはく研究室
「ウナギの話」 埼玉県立川の博物館 荒川情報局

ウナギの生態、捕獲方法、食べ方、信仰などなど、ウナギ
にまつわるいろいろな話題です。

一般、
小学生、
親子

無料
13:30～15:30
随時定員5名程度

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

40 9/28(土) 天覧山　秋の自然観察 埼玉県立自然の博物館 飯能市天覧山 初秋の天覧山を、植物や昆虫を中心に観察しながら歩きま
す。

小学生以上 300円 要事前申込
定員30名

自然の博物館 自然担当
TEL:0494-66-0407

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

41 9/29(日)、12/15(日) 昔ながらの「栃餅作り」体験 (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

9/29栃の実の「皮むき・アク抜き」を実施し、12/15「栃
餅体験」を実施します。

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

全2回2,000円(保険料他)
埼玉県森林科学館
TEL:0494-56-0026 http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/

42 9・11・12・2月(予定) みどりの教室
草加市都市整備部みどり公
園課 であいの森

草花の寄せ植え等の作り方と、知識の習得を通じ、よりみ
どりに親しんでいただきます。

市内在住・在勤・在
学者 有料

草加市都市整備部みどり
公園課
TEL:048-922-1973

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

43 10/6(日)
荒川ゼミナールⅠ
「荒川の堤防探検5 横堤」

埼玉県立川の博物館 さいたま市桜区周辺 現在の荒川を特徴づける堤防の1つ、「横堤」を見学しな
がら散策します。

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/

44 10/12(土)
かわはく体験教室
「砂金採り教室」 埼玉県立川の博物館

講座室、
かわせみ河原

かつては砂金が採れた荒川で、砂金採りにチャレンジしま
す。
雨天時は室内でパンニング体験をします。
※おみやげはありません。

一般、
小学3年以上、
親子

200円
13:30～15:30(予定）
定員20名

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

45 10/12(土) 秋の岩畳観察会 埼玉県立自然の博物館 長瀞町　岩畳 秋の岩畳の総合観察会です。
地質や動植物を観察します。

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/

46 10/19(土)～11/17(日) 中津川写真展 (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

四季をテーマとして､彩の国ふれあいの森の風景をはじ
め、巨木や滝、渓谷、野鳥、野生動物などの写真を募集
し、学習室に展示します。

どなたでも 無料 どなたでも応募可能
埼玉県森林科学館
TEL:0494-56-0026 http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/

47 10/20(日)
かわはく研究室
「土のはたらきを調べてみよう
－土と砂のちがいから－」

埼玉県立川の博物館 荒川情報局 「土と砂のちがい」をキーワードに、土のはたらきを調べ
る実験をデモンストレーションで行います。

一般、
小学生、
親子

無料
13:30～15:30

随時定員5名程度
埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/
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48 10/26(土)～10/27(日)

教えて、釣り名人！
親子で楽しむ秋の自然体験キャ
ンプ
「イワナ・ニジマス・棒パン作
り」

埼玉県立大滝げんきプラザ
秩父市
中津川渓流釣り場他

秩父の渓流で釣りの体験をしたり、プラザ内で棒パンを作
ります。

幼児・小中学生とそ
の家族 5,800円程度

要事前申込(10/1(火)9:00 

電話で)
定員50名(先着)

埼玉県立大滝げんきプラ
ザ
TEL:0494-55-0014

http://www.genki.spec.ed.jp/ootaki/
index.php?page_id=0

49 10/27(日) 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/

50 10/27(日)
クリーンふるさと運動
第78回秋の美化運動

草加市クリーンふるさと推
進協議会

草加市内全域 地域美化の推進を目的として実施する、市内の一斉清掃で
す。

市民 無料 ―
草加市クリーンふるさと
推進協議会
TEL:048-931-3972

―

51 11/3(日祝)
荒川ゼミナールⅠ
「入間川を歩く1 ～入間川の扇状
地を歩く～」

埼玉県立川の博物館
西武新宿線狭山市駅～東武
東上線川越市駅

荒川の支流、入間川を歩く企画の第1弾として、入間川の
扇状地を歩きます。

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/

52 11/4(月振) 中津峡の紅葉を見に行こう (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

地元ガイドの案内により、「中津峡」の紅葉スポット(女
郎紅葉等)をトレッキングします。

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

1,000円
(保険料他)

埼玉県森林科学館
TEL:0494-56-0026 http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/

53 11/9(土)
古秩父湾化石発掘体験バスツア
ー

秩父観光興業株式会社
(企画：埼玉県立自然の博
物館)

秩父地域の市町
(集合場所：自然の博物館)

天然記念物指定地をバスでめぐり、古秩父湾に思いを馳せ
ます。

小学生以上 200円+バス代+小鹿野化
石入館料

要事前申込
定員30名

秩父観光興業(株)

TEL:048-521-3161
自然の博物館
TEL:0494-66-0407

秩父観光興業株式会社
http://www.chichibu-kanko.co.jp/
自然の博物館
http://www.shizen.spec.ed.jp/

54 11/16(土) かわはく体験教室
「土の中の生き物を探せ！」 埼玉県立川の博物館 講座室

土の中の生きものを、道具を使って取り出して観察しま
す。

一般、
小学3年以上、
親子

100円 13:30～15:30
定員15名

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

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

55 11/16(土)～17(日)

大滝の秋を思いっきり満喫！
親子で楽しむ秋の自然体験キャ
ンプ
「落ち葉のプール・焼きいも・
ドラム缶ピザづくり体験」

埼玉県立大滝げんきプラザ秩父市
大滝げんきプラザ

落ち葉のプールで思いっきり遊んだ後は、ほくほくの焼き
いもとドラム缶でのピザ作りを体験します。

幼児・小中学生とそ
の家族

4,000円程度
要事前申込(11/1(金)9:00 
電話で)
定員50名(先着)

埼玉県立大滝げんきプラ
ザ
TEL:0494-55-0014

http://www.genki.spec.ed.jp/ootaki/
index.php?page_id=0

56 11/17(日)
かわはく研究室
「川のはたらき・地形・歴史を
学ぼう！②」

埼玉県立川の博物館 かわはく敷地内
学芸員と一緒にかわはくの周辺の地形や川のはたらき、荒
川の歴史等について学びます。
学習する内容は参加者の皆さんに選んでいただきます。

一般、
小学生、
親子

無料

①10:00～11:00、
②11:00～12:00、
③13:30～14:30、
④14:30～15:30

各回定員10名程度

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

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

57 12/7(土) かわはく体験教室
「河原の石図鑑づくり」

埼玉県立川の博物館 講座室、
かわせみ河原

かわせみ河原で石を集めて、石の実物標本をつくります。
一般、
小学3年以上、
親子

500円
13:30～15:30

定員20名
埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

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

58 12/7(土) 第5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

草加市
新田西文化センター

新田西部の綾瀬川沿いで鳥中心に調査、観察をします。 一般 無料 ―
草加市市民生活部環境課
環境推進係
TEL:048-922-1519

―

59 12/8(日）
かわはく研究室
「ちりめんモンスターをさが
せ」

埼玉県立川の博物館 荒川情報局
シラス(ちりめんじゃこ)混ざっているエビやイカなどを探
し、同定をします。

一般、
小学生、
親子

無料
13:30～15:30
随時定員2名程度

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

60 1/18(土) かわはく体験教室
「植物であそぼう」

埼玉県立川の博物館 講座室 泡が出る植物？ムクロジの実を使って実験してみます。
一般、
小学3年以上、
親子

200円 13:30～15:30
定員20名

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

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

61 1/19(日)
かわはく研究室
「年輪を調べてみよう」

埼玉県立川の博物館 荒川情報局
木の年輪はどうしてできるのか。
年輪を見ると、いろいろなことがわかります。
木を切らないで樹齢を調べる方法も学びます。

一般、
小学生、
親子

無料 13:30～15:30
随時定員5名程度

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

62 1/26(日)、2/2(日) 天然の氷壁を見に行こう (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

地元ガイドの案内により、「中津峡」の神秘的な氷壁及び
凍りついた滝を目指し、トレッキングします。

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

各日500円
(保険料他)

埼玉県森林科学館
TEL:0494-56-0026 http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/

63 2/22(土) 第6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

草加市
川柳文化センター

葛西用水で絶滅危惧種のキタミソウや植物を中心に調査、
観察をします。 一般 無料 ―

草加市市民生活部環境課
環境推進係
TEL:048-922-1519

―

64 3/14(土) 地学散歩 in 熊谷 埼玉県立自然の博物館 熊谷市 荒川の洪水と闘ってきた地である熊谷を歩きながら、その
痕跡をたどります。

小学生以上 300円
要事前申込
定員30名

自然の博物館 自然担当
TEL:0494-66-0407 http://www.shizen.spec.ed.jp/

65 3/15(日)
かわはく研究室
「かわせみ河原の石ころ ～閃緑
岩の話～」

埼玉県立川の博物館 荒川情報局
かわせみ河原で見つけられる、ワカメオニギリ「閃緑岩」
のお話をします。

一般、
小学生、
親子

無料
13:30～15:30
随時定員5名程度

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

66 3/22(日)

荒川ゼミナールⅠ
「新河岸川を歩く1 ～なぜ新河岸
川は一部だけ流れがまっすぐな
のか①？～」

埼玉県立川の博物館 東武東上線成増駅～
JR埼京線浮間舟渡駅

荒川の支流、新河岸川を歩く企画の第1弾として、新河岸
川の流れ方がおかしな場所を見に行きます。

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/

1 5/18(土) 太東崎で海辺の自然を観察しよ
う

千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市
「千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター」内

太東崎周辺を歩いて、海辺の自然(地質や植物など)を観察
しよう。

一般
(小学生以下保護者同
伴)

無料

9:30～12:00
定員20名
雨天中止
持ち物：飲物、歩きやす
い服装、靴

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/

2 5/19(日) 岩船で磯の生き物観察をしよう 千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市岩船の磯 磯にはどんな生き物がいるかな？
観察しよう!

一般
(小学生以下保護者同
伴)

無料

9:30～12:30
定員20名
雨天中止
持ち物：飲物、水の中で
履く靴(サンダル・長靴は
不可)、軍手、帽子

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/

3 5/19(日) 岬レンジャー
「ドーナツ池のかい堀作戦」

大房岬自然公園 南房総市
大房岬自然公園

大房岬の中にあるドーナツ池の生きものを探します。 小学3年～6年 1,500円
(保険料他)

要事前申込 大房岬ビジターセンター
TEL:0470-33-4551

http://taibusa-misaki.jp/

4 5/19(日) 観察会
「エビ・カニを観察しよう」

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、エビやカニを観察します。 小学生と保護者 50円
(保険料)

要事前申込
定員20名

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

5 5/19(日)
大草谷津田いきものの里自然観
察会
「トンボ博士になれるかな？」

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
定員30名(先着)

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

6
5/25(土)、10/19(土)、
12/21(土)、2/22(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)
入場料：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

7

①5/25(土)～26(日)、
②8/31(土)～ 9/1(日)、
③11/9(土) ～10(日)、
④2/15(土)～16(日)

星空の神秘を探ろう(上級) 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、講義等から学ぶ上級コース
(4回シリーズ)。
四季の星空観察を中心に、太陽系惑星についての勉強を深
めるコースです。

小学4年～6年生
保護者も可

①2,800円、
②～④各1,500円

シリーズ制のため要事前
申込
定員25名

千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301 http://tpugane-youth.jp/

8 5/26(日)、3/28(土) カヌーミニツーリング
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 施設のまわりを流れる黒部川で、カヌーを楽しみます。

カヌー経験者
(小学生以上) 1,000円

要事前申込
定員25名

千葉県立水郷小見川少年
自然の家
TEL:0478-82-1355

http://suigou-omigawa.com/

9 5/25(土)
春のネイチャーイン
「古利根沼周辺の自然観察」 我孫子市環境レンジャー

古利根沼周辺
(湖北駅集合)

湖北駅に集合し、古利根沼周辺を自然観察しながら散策し
ます。

小･中学生、
一般 無料

要事前申込、電話で
5/1(水)～
定員20名

我孫子市手賀沼課
TEL:04-7185-1484

10 6/1(土) センター内小川でのホタル観察
千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市
「千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター」内

ゲンジボタルが今年もセンターの小川で見られるかな？
一般
(小学生以下保護者同
伴)

無料

19:15～20:00

定員20名
小雨決行
持ち物：歩きやすい靴(サ
ンダルは不可)

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/

11 6/1(土) 手賀の丘探検隊
「目指せ！つり名人」

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
及び周辺地域

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

要事前申込
定員25名

千葉県立手賀の丘少年自
然の家
TEL:04-7191-1923

http://www.tega.jp/

12 6/2(日)
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

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・長靴不可)、
汚れてもよい服装、着替
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/

13 6/2(日)
大草谷津田いきものの里自然観
察会
「カエルぴょこぴょこ何種類？」

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
定員30名(先着)

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

14
毎月

第1日曜日
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
11月・2月は別イベント内
で開催

千葉県立手賀の丘少年自
然の家
TEL:04-7191-1923

http://www.tega.jp/

15
6/8(土)、10/5(土)、

12/7(土)、2/8(土)
海の体験コーナー
「海藻おしばづくり」

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

海藻を使っておしばづくりをします。 入館者

50円(材料費)
入場料：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

16
6/8(土)、9/7(土)、

2/1(土)
スターウォッチング 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

月や惑星を、実際に望遠鏡を使って観察します。 どなたでも

高校生以上1,300円、
小中学生1,100円、
未就学児600円、
2歳以下無料

要事前申込
定員80名

千葉県立水郷小見川少年
自然の家
TEL:0478-82-1355

http://suigou-omigawa.com/
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http://www.river-museum.jp/
http://www.river-museum.jp/
http://www.river-museum.jp/
http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://tpugane-youth.jp/
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
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http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
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17 6/8(土)・9(日) 谷津干潟の日フェスタ
まるごと味わう干潟の幸せ2019

習志野市、
谷津干潟ワイズユース・パ
ートナーズ

谷津干潟自然観察センター

2日間は入館無料にして、ラムサール条約登録記念イベント
を開催します。
模擬店や音楽会、パフォーマンスなどイベントが盛りだく
さんです。

どなたでも 入館無料 運営主体：谷津干潟の日
運営委員会

谷津干潟自然観察センタ
ー
TEL:047-454-8416

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

18 毎月第2土曜日 てがたん 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

19

6/9(日)、7/7(日)、
8/11(日祝)、11/17(火)、

12/26(木)、1/19(日)、
3/15(日)

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:0478-82-1355

http://suigou-omigawa.com/

20
6/9(日)、7/7(日)、

8/31(土)、9/21(土)、
3/21(土)

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:0478-82-1355

http://suigou-omigawa.com/

21

①6/15(土)～16(日)、
②7/6(土)～7(日)、
③8/18(日)～22(木)

東青ジュニアキャンプ 千葉県立東金青年の家
千葉県立東金青年の家、
大房岬自然公園

キャンプの基本、テント設営、野外炊飯、キャンプファイ
ヤー、レクの他、生物とのふれあいを内容としたシリーズ
制のキャンプです。

小学4年～6年生
保護者も可

①②2,000円、
③12,000円 定員22名

千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301 http://tpugane-youth.jp/

22 6/16(日)
観察会
「親子で磯の生きものを探そ
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、親子で楽しみながら、磯の生きもの
を観察します。 小学生と保護者

50円
(保険料)

要事前申込
定員20名

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

23 6/16(日)
大草谷津田いきものの里自然観
察会
「いきものの赤ちゃん探し」

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
定員30名(先着)

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

24
6/23(日)、11/23(土
祝)、11/24(日)

自然体験活動指導者研修会
小中学校教員向け

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

自然体験活動の指導者技術向上と安全管理に必要な、技能
の習得を図ります。

近隣の小中学校教員 500円
要事前申込
各回定員30名

千葉県立手賀の丘少年自
然の家
TEL:04-7191-1923

http://www.tega.jp/

25

①6/23(日)、
②7/15(月祝)、
③8/4(日)、
④9/8(日)

SUP体験教室 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

初めてスタンドアップパドルボードをやる方の、体験教室
です。

①大人、
②親子、
③子ども
(小学4年生以上)

④どなたでも
(小学4年生以上)

800円 要事前申込
定員15名

千葉県立水郷小見川少年
自然の家
TEL:0478-82-1355

http://suigou-omigawa.com/

26 6/26(水) じゃがいもをほろう 千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家
親子でのじゃがいも掘りをとおして、じゃがいもへの関心
を高めてもらいます。 幼児と保護者 500円(1組) 定員30名(15組)

千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301 http://tpugane-youth.jp/

27
6/29(土)、9/21(土)、

11/16(土)、1/25(土)、
3/21(土)

海の体験コーナー
「コーラルプリントづくり」

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

サンゴや貝殻を使って、コーラルプリントづくりをしま
す。

入館者

50円(材料費)

入場料：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

28

①6/29(土)～30(日)、
②9/7(土)～8(日)、
③11/16(土)～17(日)、
④2/22(土)～23(日祝)

星空の神秘を探ろう
エキスパート

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、講義等から学ぶ特別上級コ
ース(4回シリーズ)。
参加児童が自ら天体望遠鏡のセッティングをし、星空観察
を極めます。
また、星空検定3級を目指す勉強も行います。

小学5年～6年生
保護者も可

①～③各1,800円、
④1,500円

シリーズ制のため要事前
申込
定員15名

千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301 http://tpugane-youth.jp/

29
6/30(日)、
7/25(木)、
8/25(日)

栗山川カヌー体験 千葉県立東金青年の家 栗山川なかよし橋付近
九十九里浜に注ぐ栗山川でカヌー体験。
こぎ方、転落・転覆からの脱出とカヌーの乗り方の基本を
教えます。

小学4年～6年生 各回500円 各回定員20名 千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301

http://tpugane-youth.jp/

30 7/6(土) 親子自然発見塾「虫」 大房岬自然公園 南房総市
大房岬自然公園

親子で虫についての不思議を学びます。 小学生と保護者
子ども800円、
付き添い500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/

31

7/7(日)・20(土)、
8/4(日)・14(水)～

17(土)・29(木)

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)

当日申込
各日定員15名

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 7/7(日)
大草谷津田いきものの里自然観
察会
「楽しもう！草花遊び」

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
定員30名(先着)

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

33 7/13(土)～14(日) カブト虫やクワガタ虫を探そう 千葉県立鴨川青年の家
千葉県立鴨川青年の家周辺
の雑木林

甲虫等の採集を通して自然とふれあい、自然の大切さに気
づき、環境を大切にしようとする心を育てます。 小学生 2,400円

要事前申込
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

34 7/14(日)、8/11(日祝)
みんなで工作海の生きもの
「オリジナルオブジェをつくろ
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

海で見つけた貝殻などの材料で、オリジナルオブジェをつ
くります。

入館者

50円(材料費)
入場料：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

35 7/15(月祝)
予定

夏の谷津観察会 我孫子市手賀沼課 我孫子市岡発戸･都部谷津
ミュージアム

夏の谷津の生き物を、中央学院高校生物部と観察します。 小・中学生、
一般

無料 雨天時室内 我孫子市手賀沼課
TEL:04-7185-1484

http://www.city.abiko.chiba.jp/event/
shizennonaka/yatsu_museum/index.html

36 ７/20(土) 夏の夜の生き物たち
千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市
「千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター」内

生き物たちは夜どこで何をしているのかな？
一般
(小学生以下保護者同
伴)

無料

19:00～20:30
定員20名
雨天中止
持ち物：懐中電灯、飲
物、虫よけスプレー、歩
きやすい靴(サンダル不
可)

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/

37 7/20(土)～9/16(月祝)
収蔵資料展
「魚がつくる模様と形」

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

魚がつくる模様と形の多様性と適応的な意義について、最
新の研究成果を交えて紹介します。 入館者

入場料：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

38 7/21(日) 海辺の植物観察 千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市の海岸、
海浜植物のある場所

夷隅川河口周辺で、海辺の植物をみてみよう。
一般
(小学生以下保護者同
伴)

無料

9:30～12:00

定員20名
小雨決行
持ち物：飲物、帽子、歩
きやすい服装・靴、雨具

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/

39 7/21(日)

大草谷津田いきものの里自然観
察会
「夏の谷津田はムシ天国パート
1」

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
定員30名(先着)

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

40
①7/24(水)、
②10/27(日)、
③1/12(日)

教員のための
野外活動指導者研修

千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家
学校で役立つ自然・野外体験活動の実技研修です。
野外体験の意義、学校教育での活用方法、安全管理につい
てポイントを指導します。

幼稚園から高等学校
までの教員

各回1,000円
定員①②各30名、
③20名

千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301

http://tpugane-youth.jp/

41
7/26(金)、

8/2(金)・10(土)

手賀の丘探検隊
「夜の生きものに会いに行こ
う！」

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

普段見ることのできない、夜の森で見られる生きものを観
察したり、夜の自然の雰囲気を感じます。 親子 100円

要事前申込
定員25名

千葉県立手賀の丘少年自
然の家
TEL:04-7191-1923

http://www.tega.jp/

42 7/27(土)～7/28(日) 谷津展 我孫子市岡発戸・都部谷津
ミュージアムの会 アビスタ

谷津の風景、生物などの写真展示、ギャラリーツアー(展示
内容を通じて谷津の自然を解説)を行います。 一般 無料

我孫子市手賀沼課
TEL:04-7185-1484

http://www.city.abiko.chiba.jp/event/
shizennonaka/yatsu_museum/index.html

43 7/27(土) あびこ自然観察隊②
「手賀沼の魚をみよう」

我孫子市
鳥の博物館

手賀沼周辺 手賀沼に生息する魚を観察します。 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

44 7/28(日) ホタル観察会
我孫子市岡発戸・都部谷津
ミュージアムの会

我孫子市岡発戸・都部谷津
ミュージアム

岡発戸・都部の谷津ミュージアムの「ホタルアカガエルの
里」で、夏の鳴く虫の声を聞きます。

小・中学生、
一般 無料 雨天中止

我孫子市手賀沼課
TEL:04-7185-1484

http://www.city.abiko.chiba.jp/event/
shizennonaka/kankyo_ranger/about.html

45
7/31(水)、
8/23(金)、

9/1(日)

親子でシーカヤック①
親子でシーカヤック②
親子でシーカヤック③

千葉県立鴨川青年の家 鴨川市太海太夫崎港 親子で力を合わせて、シーカヤックで海を滑走し、マリン
スポーツの楽しさを味わいます。

小学生以上の親子　 600円
要事前申込
定員20組

千葉県立鴨川青年の家
TEL:04-7093-1666

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

46 8/3(土)
観察会
「親子で磯の魚を探そう」

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

海の博物館前の磯の潮だまりで見られる魚を捕まえて、そ
の特徴や生態を紹介します。 小学生と保護者

50円
(保険料)

要事前申込
定員20名

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

47 8/4(日)
センター内ホタルの水路で生き
ものを探そう　

千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

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

9:30～11:30
定員20名
雨天中止
持ち物：水の中で履く靴
(サンダル・長靴不可)、
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/

48 8/4(日) 河川敷のいきものさがし
(小学生向け)

千葉県立関宿城博物館 博物館周辺の河川敷 利根川・江戸川にいる色々な生き物を採取・スケッチし
て、その生き物について学びます。

小学生とその保護者 50円 要事前申込
定員20名(先着)

千葉県立関宿城博物館
TEL:04-7196-1400

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

49 8/4(日)

大草谷津田いきものの里自然観
察会
「夏の谷津田はムシ天国パート
2」

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
定員30名(先着)

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

50 8/9(金)～11日(日) 夏のスペシャルウィーク
「さとの夏遊び」

千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市
「千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター」内

ガサガサ、竹とんぼ、昆虫観察など、さとの夏遊びをしま
しょう！

一般
(小学生以下保護者同
伴)

一部有料イベントあり

当日受付
詳細は7月下旬発表予定
持ち物：飲物、帽子な
ど、要問い合せ

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/

51 8/10(土)
観察会
「水中めがねで海の生きものを
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

海の博物館前の海で、水中めがねの使い方を覚えて、海の
生きものを観察します。

小学生以上 50円
(保険料)

要事前申込
定員20名

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
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52 8/10(土)～11(日祝)
親子でカッター＆シーカヤック
2019 千葉県立鴨川青年の家 鴨川市太海太夫崎港、

鴨川漁港

鴨川青年の家の特色であるカッターとシーカヤックを通し
て、団結力とマリンスポーツの楽しさを親子で味わいま
す。

小学生以上の親子・
成人　

18歳以上3,930円、
中高生3,410円、
小学生3,340円

要事前申込
定員50名

千葉県立鴨川青年の家
TEL:04-7093-1666

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

53 8/11(日祝) 夏の星空観察 千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市
「千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター」内

夏の大三角形など、夏の夜空をしましょう。
一般
(小学生以下保護者同
伴)

無料

19:15～20:45

定員20名
雨天プログラムあり
持ち物：飲物、虫よけス
プレー　

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/

54 8/18(日)
大草谷津田いきものの里自然観
察会
「セミのぬけがら、みっけ！」

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
定員30名(先着)

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

55 8/22(木)～25(日) 小見川ネイチャーチャレンジ！
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

野外炊事など4日間を通して、楽しいプログラムがいっぱ
い。
往復10kmのカヌーツーリングにもチャレンジします。

小学5年～中学3年生 10,500円
要事前申込
定員30名

千葉県立水郷小見川少年
自然の家
TEL:0478-82-1355

http://suigou-omigawa.com/

56 8/24(土)
みんなで工作海の生きもの
「海藻おしばをつくろう」

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

さまざまな形や色の海藻を使って、海藻おしばづくりをし
ます。 入館者

50円(材料費)
入場料：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

57 8/25(日) 岬レンジャー
「磯の生きもの調査隊」

大房岬自然公園 南房総市
大房岬自然公園

磯の生きものをみんなで捕まえて、不思議を調べます。 小学3年～6年 1,500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/

58 8/29(木) 磯の生き物を観察しよう 千葉県立鴨川青年の家 勝浦市鵜原海岸
千葉県立中央博物館分館海の博物館の研究員を講師に招
き、磯観察を通して、海や磯の生き物への関心を高めま
す。

小学生 1,000円 要事前申込
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

59 8/30(金) 初心者サーフィン教室 千葉県立鴨川青年の家 鴨川市前原海岸
サーフィン発祥の地である鴨川の海岸で、サーフィンの楽
しさを体験するとともに、海の環境について関心を高めま
す。

小学生 1,300円 要事前申込
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

60 8/31(土)
観察会
「磯の生きもの調査をしよう」

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、簡単な生物調査にチャレンジしま
す。 小学校高学年以上

50円
(保険料)

要事前申込
定員20名

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

61 9/1(日)
大草谷津田いきものの里自然観
察会
「かっこいいぞ！オニヤンマ」

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
定員30名(先着)

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

62 9/7(土) 親子自然発見塾「海」 大房岬自然公園 南房総市
大房岬自然公園

実験を通して、海の秘密を楽しく学びます。 小学生と保護者 子ども800円、
付き添い500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/

63
9/7(土)、11/2(土)、
1/11(土)、3/7(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)

入場料：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

64 9/7(土)～8(日) 親子キャンプ教室　
～はじめてキャンプにLet's Go!～

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

家族でキャンプをしてみたいけど、よくわからない。
道具がない。
また自然の中で家族のんびり過ごしてみたい。
なんていう方に、ぴったりのイベントです。

小学生以上の子ども
とその保護者

大人5,000円、
子ども3,000円

要事前申込
定員親子10組

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=92

65 9/14(土) カヌーで川あそび 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

施設のまわりを流れる黒部川で、カヌーを楽しみます。 家族編
(小学生以上)

600円 要事前申込
定員30名

千葉県立水郷小見川少年
自然の家
TEL:0478-82-1355

http://suigou-omigawa.com/

66 9/15(日)

大草谷津田いきものの里自然観
察会
「でんでんむしむしカタツム
リ･･･」

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
定員30名(先着)

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

67 9/22(日) 秋の昆虫観察 千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市
「千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター」内

昆虫採集、草花さがしなどして秋の身近な自然を観察しま
しょう。

一般
(小学生以下保護者同
伴)

無料

10:00～12:00

定員20名
小雨決行
持ち物： 帽子、タオル、
飲物、歩きやすい服装・
靴

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/

68 9/28(土)～29(日) 悠々カヌーイング 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

往復10kmのカヌーツーリングを楽しみます。 40歳以上 6,000円 要事前申込
定員30名

千葉県立水郷小見川少年
自然の家
TEL:0478-82-1355

http://suigou-omigawa.com/

69 10/6(日)
大草谷津田いきものの里自然観
察会
「バッタとカマキリ」

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
定員30名(先着)

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

70 10/6(日) カヌーツーリング 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

カヌーツーリングを楽しみます。 カヌー経験者
(大人) 4,000円

要事前申込
定員15名

千葉県立水郷小見川少年
自然の家
TEL:0478-82-1355

http://suigou-omigawa.com/

71 10/12(土)
いも掘り・焼きいもにチャレン
ジ!

千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市
「千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター」内

センターの畑でいもを掘って、もみ殻で焼きいもをしまし
ょう。

一般
(小学生以下保護者同
伴)

400円

9:30～13:30

定員20名
小雨決行
持ち物： 新聞紙、アルミ
ホイル、飲物、弁当、長
靴、軍手

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/

72 10/20(日)
大草谷津田いきものの里自然観
察会
「クモはおもしろいぞ！」

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
定員30名(先着)

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

73
10/26(土)・27(日)、

11/2(土)・4(月振)
竹かご教室(入門) 
①②③④

千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市
「千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター」内

竹取り、ひご作りから始めて4回終了までに完成させまし
ょう。

高校生以上、全4回
参加できる方

通し参加1,200円

全4回開催
9:30～16:00

定員20名
持ち物：竹用ナタ、竹ひ
きノコ、植木バサミ、膝
あて、軍手、弁当

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/

74 10/27(日) 岬レンジャー
「大房どんぐり図鑑づくり」

大房岬自然公園 南房総市
大房岬自然公園

どんぐりを調べて、オリジナルの図鑑を作ります。 小学3年～6年 1,500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/

75 10/27(日)
河川敷のいきものさがし
(一般向け) 千葉県立関宿城博物館 博物館周辺の河川敷 利根川・江戸川にいる色々な生き物を採取・スケッチし

て、その生き物について学びます。
一般 50円

要事前申込
定員20名

千葉県立関宿城博物館
TEL:04-7196-1400 http://www2.chiba-muse.or.jp/SEKIYADO/

76 10/27(日) 夢・創造 自然の家まつり 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

当施設の特色ある体験活動や楽しい催しがいっぱいです。 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:0478-82-1355

http://suigou-omigawa.com/

77 11/2(土) 親子自然発見塾「魚」 大房岬自然公園
南房総市
大房岬自然公園 魚を捕まえたり飼ったり食べたりする、技を学びます。 小学生と保護者

子ども800円、
付き添い500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/

78 11/2(土)～11/3(日祝) ジャパンバードフェスティバル
2019

ジャパンバードフェスティ
バル実行委員会

手賀沼親水広場・手賀沼公
園

「人と鳥の共存をめざして」をテーマに、鳥に関する様々
な催しを楽しめるイベントです。

一般 無料
(一部有料イベントあり)

雨天決行 我孫子市手賀沼課
TEL:04-7185-1484

http://www.birdfesta.net/

79 11/2(土)・3(日祝) てがたん in JBF 我孫子野鳥を守る会、
我孫子市鳥の博物館 手賀沼周辺

「ジャパンバードフェスティバル」で行われる探鳥会で
す。 どなたでも 無料 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

80 11/3(日祝)
大草谷津田いきものの里自然観
察会
「タネの旅立ち」

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
定員30名(先着)

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

81 11/10(日) きみかめ山のフェスティバル 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

親子で1日楽しめるきみかめイチオシのフェスティバル♪
地域の食べ物屋さんやクラフトのブースも出店します。

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

入場無料
(体験は有料)

定員なし
出店ブースに自然や生物
に関しての出店の可能性
あり

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=94

82 11/13(水) サツマイモをほろう 千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家
親子でのさつまいも掘りをとおして、さつまいもへの関心
を高めてもらいます。 幼児と保護者 500円(1組) 定員30名(15組)

千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301 http://tpugane-youth.jp/

83 11/16(土) 黒部川クリーン作戦 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

黒部川をみんなできれいにしましょう！ 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:0478-82-1355

http://suigou-omigawa.com/

84 11/17(日)
大草谷津田いきものの里自然観
察会
「落ち葉で遊ぼう！」

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
定員30名(先着)

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

85 11/23(土祝) 谷津まつり 我孫子市岡発戸・都部谷津
ミュージアムの会

我孫子市岡発戸・都部谷津
ミュージアム

谷津での収穫物を使った炊き出しや餅つき、昔の農機具展
示、コカリナ演奏会などを行います。

一般 無料 雨天決行
我孫子市手賀沼課
TEL:04-7185-1484

http://www.city.abiko.chiba.jp/event/
shizennonaka/yatsu_museum/index.html

86 11/30(土) 手賀の丘探検隊
「ふかふか落ち葉で遊ぼう！」

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

たき火や焼き芋、落ち葉を集めて色々な遊びを体験しま
す。

親子 100円 要事前申込
定員25名

千葉県立手賀の丘少年自
然の家
TEL:04-7191-1923

http://www.tega.jp/

87 11/30(土) 晩秋の房総の山を歩こう 千葉県立鴨川青年の家 南房総市富山
地元ガイドの説明を受けながら楽しく歩き、晩秋の房総の
山を満喫します。

一般成人、
小学生以上の親子　 800円

要事前申込
定員25名

千葉県立鴨川青年の家
TEL:04-7093-1666

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

88 12/1(日)
大草谷津田いきものの里自然観
察会
「冬越しするムシたち」

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
定員30名(先着)

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

89 12/1(日) カヤック大冒険・みずうみ編 千葉県立鴨川青年の家 君津市亀山湖
シーカヤック体験を湖で行うことで、アドベンチャーの要
素を取り入れ、大自然との一体感とゴール出来た達成感を
味わいます。

小学3年生以上の親
子・成人　

1,200円
要事前申込
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
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90 12/7(土)
米作り3
「わらでリースを作ろう」 

千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市
「千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター」内

わらを使って、リース飾りを作りましょう。
一般
(小学生以下保護者同
伴)

300円

9:00～12:00
定員20名
持ち物：剪定バサミ、軍
手、寒くない服装

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/

91 12/7(土) 親子自然発見塾「鳥」 大房岬自然公園 南房総市
大房岬自然公園

身近な鳥の、意外と知らない秘密を学びます。 小学生と保護者 子ども800円、
付き添い500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/

92 12/7(土) あびこ自然観察隊③
「夜の動物観察会」

我孫子市
鳥の博物館

ゆうゆう公園周辺 夜の動物を見にいきます。 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

93 12/14(土)～15(日) ふたご座流星群をみよう 千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家
三大流星群のひとつ「ふたご座」流星のピークにあわせて
の観察です。
その他の流星群についても学びます。

小学生と保護者 1,800円 定員40名
千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301 http://tpugane-youth.jp/

94 12/15(日)
大草谷津田いきものの里自然観
察会
「森の驚きの秘密」

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
定員30名(先着)

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

95 12/21(土)
米作り5

「おかざりを作ろうA 」
千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市
「千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター」内

わらを使って、お正月の鳥居形お飾りを作りましょう。
初心者向きです。

中学生以上　 500円

9:00～12:00
定員15名
持ち物：植木バサミ、座
布団、寒くない服装

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/

96 12/21(土) 米作り6
「おかざりを作ろうB-1回目」

千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市
「千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター」内

わらを使って、お正月のおかざり(輪飾り)を作りましょ
う。

中学生以上　 500円

13:00～16:00
定員15名
持ち物：植木バサミ、座
布団、寒くない服装

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/

97 12/22(日)
米作り6

「おかざりを作ろうＢ-2回目」
千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市
「千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター」内

わらを使って、お正月のおかざり(輪飾り)を作りましょ
う。

中学生以上　 500円

9:00～12:00

定員15名
持ち物：植木バサミ、座
布団、寒くない服装

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/

98 12/26(木) 部分皆既日食を観察しよう 千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家
青年の家で購入した、太陽望遠鏡を使っての日食観察が見
ものです。
日食現象についても学びます。

小学生と保護者 300円 定員50名 千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301

http://tpugane-youth.jp/

99 1/12(日) ススキでミニほうきを作ろう 千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市
「千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター」内

ススキやオギの穂で、ちょっと小さなマイほうきを作ろ
う。

一般
(小学生以下保護者同
伴)

300円

9:30～12:30
定員20名
持ち物：剪定バサミ、軍
手、作業できる寒くない
服装
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/

100 1/18(土) 草木染め体験　 千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市
「千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター」内

自分でデザインをして、布を自然の色で染めてみましょ
う。

一般
(小学生以下保護者同
伴)

1,600円

10:00～15:00
定員20名
持ち物：剪定バサミ、作
業できる服装、雨具、軍
手、弁当
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/

101 1/18(土) 親子自然発見塾「幼虫」 大房岬自然公園 南房総市
大房岬自然公園

夏の人気者、カブトムシの冬の様子を学びます。 小学生と保護者
子ども800円、
付き添い500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/

102 1/18(土) 天体観察をしよう
「冬の星空編」

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

冬の夜空に輝く6つの星をつないだ、冬の大六角を観察し
ます。

親子・一般 100円/人 要事前申込
定員50名

千葉県立手賀の丘少年自
然の家
TEL:04-7191-1923

http://www.tega.jp/

103 1/19(日)

大草谷津田いきものの里自然観
察会
「冬のバードウォッチングを楽し
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
定員30名(先着)

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

104 1/25(土)
手賀の丘探検隊
「地面の下はどうなってる
の？」

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

寒くなって、地面の下に隠れている生きものたちを観察し
ます。

親子 100円 要事前申込
定員25名

千葉県立手賀の丘少年自
然の家
TEL:04-7191-1923

http://www.tega.jp/

105 1/25(土) 冬の谷津観察会 我孫子市手賀沼課
我孫子市岡発戸・都部谷津
ミュージアム 冬の谷津に生息する小鳥を観察します。 一般 無料 雨天中止

我孫子市手賀沼課
TEL:04-7185-1484

http://www.city.abiko.chiba.jp/event/
shizennonaka/yatsu_museum/index.html

106 1/26(日) 里山の鳥の観察 千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市
「千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター」周辺

里山にはどんな鳥がいるでしょう？
観察に行きましょう。

一般
(小学生以下保護者同
伴)

無料

8:30～12:00
定員20名
持ち物：寒くない服装、
里山を歩く靴、観察道具
(あれば）
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/

107 2/2(日) つるでかごを作ろう 千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市
「千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター」内

山に入り、自分でつるを採取し、おしゃれなかごをつくろ
う。

中学生以上 200円

10:0～15:00
定員15名
持ち物：剪定バサミ、作
業できる服装、雨具、軍
手、弁当
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/

108 2/2(日)
大草谷津田いきものの里自然観
察会
「春を待つ植物たち」

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
定員30名(先着)

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

109 2/9(日) 水辺の鳥の観察 千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市市内堰、
夷隅川河口周辺 水辺にはどんな鳥がいるでしょう?観察に行きましょう。

一般
(小学生以下保護者同
伴)

無料

8:30～12:00
定員20名
持ち物：寒くない服装、
里山を歩く靴、観察道具
(あれば）
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/

110 2/16(日) 観察しよう！手賀沼の冬鳥 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
の家及び周辺地域

広々とした手賀沼の水辺や水田風景の中を散策して、バー
ドウオッチングを楽しみます。

親子・一般 100円/人
要事前申込
定員50名

千葉県立手賀の丘少年自
然の家
TEL:04-7191-1923

http://www.tega.jp/

111 2/16(日) 一日だけの、森の童話館
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

おはなしにまつわるブースがたくさん詰まった一日！
素敵なおはなしの世界で、冬のひとときを過ごしてみませ
んか。 

どなたでも
(小学生以下は保護者
同伴)

入場無料
(体験は有料)

定員なし
出店ブースに自然や生物
に関しての出店の可能性
あり

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=95

112 2/16(日)

大草谷津田いきものの里自然観
察会
「アカガエルの卵はあるか
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
定員30名(先着)

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

113 2/16(日)
あびこ自然観察隊④
「観察しよう！手賀沼の冬鳥」

手賀の丘少年自然の家、
我孫子市鳥の博物館 手賀の丘周辺

手賀の丘の森や手賀沼湖畔を歩いて、冬の鳥を観察しま
す。 どなたでも

高校生以上100円
(保険料) 歩きやすい服装

千葉県立手賀の丘少年自
然の家
TEL:04-7191-1923

114 2/22(土)～5/10(日)
マリンサイエンスギャラリー
「超深海Hadal World －水深
6000m以深の世界－」

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

水深6000mより深い超深海に暮らす生物について、数々の
貴重な標本をとおして紹介します。 入館者

入場料：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

115 2/23(日祝)
岬レンジャー
「鳥さがしマスター」 大房岬自然公園

南房総市
大房岬自然公園 鳥を観察して、鳥を探すコツを学びます。 小学3年～6年 1,500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/

116 2/24(月振) ミニ自然の家まつり
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

七宝焼きやファンタジーウイングなどのクラフト体験やプ
ラネタリウム、ペタンク、グラウンドゴルフ、フライング
ディスクなどの少年自然の家のプログラムを体験すること
ができる一日です。

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:0478-82-1355

http://suigou-omigawa.com/

117 3/1(日)
大草谷津田いきものの里自然観
察会
「暮らしに役立つ植物」

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
定員30名(先着)

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

118 3/7(土)
トウキョウサンショウウオの卵
のうを見つけよう

千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市
「千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター」内

トウキョウサンショウウオの卵のうを探し観察します。
(卵のうや成体の採捕はできません)

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：長靴、寒くない
汚れてもよい服装、雨具
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/

119 3/7(土) 親子自然発見塾　生きもの 大房岬自然公園 千葉県南房総市
大房岬自然公園

生きもののつながりを、毛糸を使ったゲームで学びます。 小学生と保護者 子ども800円、
付き添い500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/

120 3/15(日)
大草谷津田いきものの里自然観
察会
「虫さん 花さん もう起きた？」

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
定員30名(先着)

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

121 3/15(日) あびこ自然観察隊⑤
「春の谷津田観察会」

我孫子市
鳥の博物館

岡発戸・都部の谷津田 岡発戸・都部の谷津田で、春を告げる生物たちを観察しま
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

122 3/20(金祝） 花炭を作ろう 千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市
「千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター」内

いろいろなものを使って「花炭焼き」に挑戦しましょう。 中学生以上 300円

9:30～12:30
定員20名
持ち物：花炭材料(ハス、
マツボックリなど) 、軍
手、ハサミ、ふた付空缶
箱

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/

123 3/24(火）
一年をとおしてコメ作りを体験
しよう

千葉県いすみ環境と文化の
さとセンター

いすみ市
「千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター」内

クロ塗り、田植え、草取り、稲刈りなど各種作業を体験し
てみませんか。
半日を年5～6回程度行います。。

平日でも作業できる
18歳以上　 300円

9:30～14:30

定員10名
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/

124 3/29(日) ネイチャーカレッジ
大人の自然観察ウォーキング

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

小見川周辺を散策しながら、周辺に生息する野鳥や自然を
観察します。
バードコールも作ります。

シニア 800円 要事前申込
定員20名

千葉県立水郷小見川少年
自然の家
TEL:0478-82-1355

http://suigou-omigawa.com/

125 未定 手賀沼の冬鳥観察会 環境レンジャー 手賀沼内 手賀沼公園から遊覧船で出船し、手賀沼内で双眼鏡を使い
冬鳥観察会を行います。

小・中学生、
一般

無料 荒天中止
我孫子市手賀沼課
TEL:04-7185-1484

http://www.city.abiko.chiba.jp/event/
shizennonaka/kankyo_ranger/about.html

http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html
http://tpugane-youth.jp/
http://tpugane-youth.jp/
http://www.city.abiko.chiba.jp/event/shizennonaka/yatsu_museum/index.html
http://kimikame.net/event/event.cgi?id=95
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html


東
京
都

1 5/15～6/16(日) 企画展「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 4/16(火)から開催

郷土資料館
TEL:042-568-0634 https//www.mizuho.tokyo.jp

2 6/2(日) 母と子の森自然教室
初夏の森たんけん

新宿御苑 新宿御苑 初夏の森にはどんな生きものたちがいるのかな？ 親子
(4～15歳)

無料 要事前申込(4/2～4/15)
後、抽選

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

3 6/2(日) ふっさ環境フェスティバル

ふっさ環境フェスティバル
実行委員会
(事務局：福生市生活環境
部環境課環境係)

多摩川中央公園 環境に関する展示や、多種多様なステージイベントを実施
します。

どなたでも 無料 小雨決行
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>ふ
っさ環境フェスティバル

4 6/2(日) 多摩川で遊ぼう
「マスのつかみ取り」

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
福生環境フェスティバル会
場内

ふっさ環境フェスティバルの会場内で、マスのつかみ取り
をします。

中学3年生以下
(マスを必ず持ち帰れ
る方)

無料

5/15に広報及びHP掲載予
定。
マスを必ず持ち帰れる方
のみ参加可能。

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

5 6/9(日) 多摩川で遊ぼう
「多摩川の魚をつかまえよう」

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)

かに坂公園 かに坂公園近くの多摩川に入って、網で魚をつかまえま
す。

中学3年生以下 無料 6/1に広報及びHP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 7/14(日) 多摩川で遊ぼう
「多摩川の上流部へ行こう」

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)

奥多摩周辺
集合場所：福生市役所前

多摩川の上流部へ行き、いつもとは違う多摩川を見てみま
す。

中学3年生以下 無料

6/15に広報及びHP掲載予
定
庁用バス使用のため、申
込多数時は抽選

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

7 8/3(土) 母と子の森自然教室
「夜の森たんけん」

新宿御苑 新宿御苑 生きものたちの夜の活動を観察しよう(別途同意書必要)。
親子
(小3～、別途同意書
必要)

入園料のみ
要事前申込(6/3～6/16)

後、抽選
別途同意書必要

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

8 9/22(日) 母と子の森自然教室
「秋の生きものさがし」

新宿御苑 新宿御苑 秋の森を歩きながら、生きものたちを探してみよう。
親子
(4～15歳) 入園料のみ

要事前申込(7/22～8/4)

後、抽選

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

9 10/20(日)
母と子の森自然教室
「木の実とあそぼう」

新宿御苑 新宿御苑 森を散策して、ドングリの工作に挑戦しよう！ 親子
(4～15歳)

入園料のみ 要事前申込(8/20～9/2)
後、抽選

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

10 12/8(日)
母と子の森自然教室
「落ち葉とあそぼう」 新宿御苑 新宿御苑 森の中で、落ち葉でなにして遊ぶ？

親子
(4～15歳) 入園料のみ

要事前申込(10/8～10/21)

後、抽選

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

11 3/8(日) 母と子の森自然教室
「春をさがそう」 新宿御苑 新宿御苑 生きものたちは春の準備をしているかな？

親子
(4～15歳) 入園料のみ

要事前申込(1/8～1/21)
後、抽選

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

神
奈
川
県

1 4/10(水) 森林セラピー®体験 厚木市森林セラピー基地推
進協議会

神奈川県厚木市七沢
鐘ヶ嶽ハイキングコース、
広沢寺温泉「玉翠楼」

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

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)
定員20名(先着)

(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

2 5/15(水)～6/2(日) 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
開催期間：3/23(土)～
5/6(月振)

9:30～16:30

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

3 毎月第2・4金曜日 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

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

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

4 5/18(土) 本格登山に初挑戦
～みんなで登る金時山～

箱根地域自然に親しむ運動
実行委員会
(開催担当：(一財)自然公園
財団箱根支部)

箱根町
(富士箱根伊豆国立公園)

準備の段階からアドバイスいたします。
初めて登山をする方にオススメします。

一般
(3歳以上参加可能)

100円
(保険料)

弁当持参
雨天中止

箱根ビジターセンター
TEL:0460-84-9981

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

5
5月～11月の毎月第3土

曜日
里山を歩こう

はだのネイチャーウオッチ
ングクラブ 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

秦野市環境産業部環境共
生課
TEL:0463-82-9618

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

6 5/25(土)
箱根 新緑のブナ林を訪ねて
～屏風山を歩く～

箱根地域自然に親しむ運動
実行委員会
(開催担当：(公財)神奈川県
公園協会)

箱根町
(富士箱根伊豆国立公園)

新緑眩しい箱根のブナ林を訪ね、屏風山登山を楽しみま
す。

一般
(6歳以上参加可能)

100円
(保険料)

コースの一部に非常に急
な登り斜面を含む
弁当持参
雨天中止

箱根ビジターセンター
TEL:0460-84-9981

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

7 5/26(日)
「(仮称)相模原市市民の森」
新緑の石老山の森を楽しみまし
ょう！

NPO法人自遊クラブ
相模原市
石老山融合平、関山林道周
辺

石老山の融合平や麓の里山を森林インストラクターの案内
で、新緑を楽しみながら森林を体験できるイベントです。

Aコース：小学校中
学年以上
Bコース：幼稚園以
上
(いずれも保護者同
伴)

1,000円
(保険料含む)

各コース定員20名
昼食持参
雨天中止
※行事概要、参加費等、
変更の可能性有

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/

8 6/1(土) 初夏の箱根の滝を巡る
箱根ボランティア解説員連
絡会

箱根町
(富士箱根伊豆国立公園) 滝を巡り、初夏の動植物及び溶岩を観察します。

一般
(6歳以上参加可能)

100円
(保険料)

弁当持参
雨天中止

箱根ビジターセンター
TEL:0460-84-9981

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

9 6/2(日) アジサイフェア (公財)相模原市まち・みど
り公社

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200種7,400株のア
ジサイを楽しみます。

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

10 6/7(金)
湯坂路と箱根八里
～鎌倉時代と江戸時代の史跡を
めぐる

箱根地域自然に親しむ運動
実行委員会
(開催担当：箱根町)

箱根町
(富士箱根伊豆国立公園)

鎌倉時代の湯坂路と江戸時代の箱根八里、2つの時代の史
跡をガイドとともに巡り、箱根の歴史を詳しく学ぶことが
できるコースです。

一般
(6歳以上参加可能)

100円
(保険料)

弁当持参
雨天中止

箱根ビジターセンター
TEL:0460-84-9981

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

11 6/8(土)～9(日) アジサイ・ローズフェア
(公財)相模原市まち・みど
り公社

相模原市
相模原北公園

鉢植えの展示等を通じ、約200種10,000株のアジサイ及び
約85品種1,900株のバラを楽しみます。

一般 無料
相模原北公園管理事務所
TEL:042-779-5885

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

12 6/8(土)
初夏の自然観察ハイキング
「小網代の森散策」 茅ヶ崎市青少年会館 三浦半島小網代の森

(公財)日本野鳥の会萩原洋平氏を講師に迎え、初夏の小網
代の森散策を実施します。

茅ヶ崎市内在住・在
勤の小中学生とその
保護者

無料
要事前申込(4/21開始)
先着順

茅ヶ崎市青少年会館
TEL:0467-86-9961 http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp

13 6月上旬 自然観察会 三浦市環境課 三浦市油壺周辺 海と緑に囲まれた油壺を歩いて、自生する植物を観察しま
す。

一般
(小学生以下は保護者
同伴)

無料 要事前申込
動きやすい服装

三浦市環境課
TEL:046-882-1111

5月上旬に公開予定

14 6/23(日) イワタバコを探して箱根堂ヶ島を
歩く

箱根ボランティア解説員連
絡会

箱根町
(富士箱根伊豆国立公園)

自然を楽しみながら、早川がつくる急峻な渓谷を訪ねま
す。
イワタバコの群生は見頃です。

一般
(6歳以上参加可能)

100円
(保険料)

弁当持参
雨天中止

箱根ビジターセンター
TEL:0460-84-9981

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

15 7/7(日)
九頭龍の森でネイチャーゲーム
をしよう！

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)

箱根町
(富士箱根伊豆国立公園) 九頭龍の森でネイチャーゲームや虫探しをして、めいっぱい遊びましょう！

一般
(4歳以上参加可能)

大人600円、
小学生以下350円
(保険料＋入園料)

弁当持参
雨天中止

箱根ビジターセンター
TEL:0460-84-9981

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

16 7/26(金) 江戸時代の東海道を歩く
箱根地域自然に親しむ運動
実行委員会
(開催担当：箱根町)

箱根町
(富士箱根伊豆国立公園)

旧東海道の石畳を歩き、昔の箱根に思いを馳せます。
箱根町学芸員による、関所内のガイド付きです。

一般
(6歳以上参加可能)

100円
(保険料)

弁当持参
雨天中止

箱根ビジターセンター
TEL:0460-84-9981

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

17 7/27(土)
予定 川の生き物調査隊 寒川町

寒川町
寒川広域リサイクルセンタ
ー・目久尻川親水護岸

事前に座学を行い、目久尻川で水生生物を採取しながら自然とふれあいます。

町内在住・在勤・在
学者
(小学4年生以下は保
護者同伴)

無料 保護者も川に入ること
寒川町環境課
TEL:0467-74-1111

http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/
soshiki/kankyokeizai/kankyo/kankyohozen/
event/ikimono/index.html

18 10/26(土)・27(日) くずはの家秋のつどい 秦野市環境共生課
(くずはの家)

秦野市曽屋1137
くずはの家

秦野名水喫茶や自然クラフト広場を実施します。 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

19
1/25(土)
予定

野鳥観察会 寒川町

寒川町
寒川広域リサイクルセンタ
ー・目久尻川周辺・旧目久
尻川ふるさと緑道

事前に座学を行い、身近な自然環境である目久尻川周辺及
び、旧目久尻川ふるさと緑道に生息している冬鳥や留鳥を
観察します。

町内在住・在勤・在
学者
(小学4年生以下は保
護者同伴)

無料 寒川町環境課
TEL:0467-74-1111

http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/
soshiki/kankyokeizai/kankyo/kankyohozen/
event/yatyou/index.html

富
山
県

1 4/14(日) ネイチャーウォーク①
「里山を歩く」

富山県 ナチュラリスト協
会

呉羽山丘陵 富山市内からほど近い里山をゆっくり歩いて、自然観察を
します。

一般 無料 歩きやすい服装
昼食持参

富山県ナチュラリスト協
会
TEL:076-491-2540

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

2 5/15(水)～31(金)
写真展
「立山黒部アルペンルートの自
然」

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
4/13(土)から開催

富山県ナチュラリスト協
会
TEL:076-491-2540

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

3 5/19(日) 初夏の自然観察会
富山県 ナチュラリスト協
会 美女平

立山のふもとの美女平で、初夏の野鳥や植物などの自然観
察会をします。 一般・親子

100円
(資料代)

歩きやすい服装
昼食持参

富山県ナチュラリスト協
会
TEL:076-491-2540

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

1 5/15(水)～5/31(金) 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 4/25(木)から開催

のと里山里海ミュージア
ム
TEL:0767-57-5100

http://noto-museum.jp

2
5/15(水)～11月(開館期
間中)の土・日・祝日

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

3
5/15(水)～11月(開館期
間中)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

4 5/18(土)
ヤドカリ学級
「磯でアメフラシをつかまえよ
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
磯には大きく成長したアメフラシがみつかります。
その体の特徴などを解説します。 どなたでも

無料
(高校生以上は入館料200
円)

定員20名
のと海洋ふれあいセンタ
ー
TEL:0768-74-1919

http://notomarine.jp/

https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/kankyo-machi/kankyo/gakushu/green-curtain.html
https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/kankyo-machi/kankyo/gakushu/green-curtain.html
https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/kankyo-machi/kankyo/gakushu/green-curtain.html
https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/event/ecolife-fair.html
https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/kankyo-machi/kankyo/gakushu/green-curtain.html
http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/index.html
http://hakonevc.sunnyday.jp/teiki.html
http://hakonevc.sunnyday.jp/shitashimuundou.html
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/
http://hakonevc.sunnyday.jp/shitashimuundou.html
http://www.sagami-portal.com/hp/dnt10030/
http://hakonevc.sunnyday.jp/shitashimuundou.html
http://hakonevc.sunnyday.jp/shitashimuundou.html
http://hakonevc.sunnyday.jp/shitashimuundou.html
http://hakonevc.sunnyday.jp/shitashimuundou.html
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
http://hakonevc.sunnyday.jp/shitashimuundou.html
http://hakonevc.sunnyday.jp/shitashimuundou.html
http://hakonevc.sunnyday.jp/shitashimuundou.html
http://hakonevc.sunnyday.jp/shitashimuundou.html
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/kankyokeizai/kankyo/kankyohozen/event/ikimono/index.html
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/kankyokeizai/kankyo/kankyohozen/event/yatyou/index.html
http://noto-museum.jp/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html
http://notomarine.jp/


石
川
県

5 5/18(土)、6/15(土)、
7/20(土)

土曜日の研究室 加賀市鴨池観察館 加賀市片野町
鴨池観察館

5/18：近日公開
6/15：分光器づくり
7/20：カエルの骨格標本

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を除く)

鴨池観察館
TEL:0761-72-2200

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

6
5/18(土)以降の土・日と

7/20(土)～8/31(土) 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貼ります。

どなたでも
入館料
(高校生以下無料)

受付10:00～16:00
(荒天時、イベント時は中
止)
カメラ貸出あり

鴨池観察館
TEL:0761-72-2200 http://www.kagashi-ss.co.jp/kamoike/

7 5/19(日) 野鳥観察会1 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

野鳥たちのさえずりや、美しい姿を観察します。 小学生以上 無料
定員30名
少雨決行
荒天時はスライドショー

インフォメーションセン
ター
TEL:076-288-6449

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

8 5/19(日)
歴史探訪
「越前往来谷峠道探訪」 白山ろく民俗資料館 福井県勝山市 福井藩主 結城秀康が、牛の背で越えた谷峠道を歩く 一般 300円

要事前申込
定員15名
詳細はHP参照

白山ろく民俗資料館
TEL:076-259-2665

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

9 5/19(日) ヤドカリ学級
「土器で塩をつくろう」 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
能登式製塩土器(レプリカ)で塩作りをおこないます。 どなたでも

土器1つ500円
(高校生以上は入館料200
円)

定員20名
のと海洋ふれあいセンタ
ー
TEL:0768-74-1919

http://notomarine.jp/

10 5/19(日) 白山まるごと体験教室
「白山ろくでお花炭づくり」

石川県白山自然保護センタ
ー

白山市白峰
市ノ瀬ビジターセンター周
辺

観察路にある炭がま跡を見学したり、身近な材料で花炭を
作ったりします。

一般、
小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

200円/人
要事前申込(4/19から受
付)
定員20名(先着)

石川県白山自然保護セン
ター
TEL:076-255-5321

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

11 6/1(土) 白山外来植物除去ボランティア
研修講座

石川県白山自然保護センタ
ー・環白山保護利用管理協
会

白山市七原
白山市鶴来総合文化会館ク
レイン

白山へ侵入した低地性の植物除去に関する知識を学び、除
去ボランティアの登録を行います。

一般、
小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

無料
要事前申込(5/7から受付)

定員100名

石川県白山自然保護セン
ター
TEL:076-255-5321

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

12 6/2(日) 薬草観察会 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

森林公園内に生息する、薬用植物の観察と学習を行ないま
す。 小学生以上 無料

定員30名
少雨決行
荒天時スライドショー

インフォメーションセン
ター
TEL:076-288-6449

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

13 6/2(日) ローズフェスタ 柳田植物公園 園内のバラ園
37種約200本のバラのもと、ローズガーデンコンサートな
どを開催します。 どなたでも 無料

柳田植物公園
TEL:0768-76-1680

http://yanagida.main.jp/

14
①6/7(金)～6/9(日)、
②6/14(金)～6/16(日) 白鳥路ホタル観賞の夕べ

金沢市環境政策課
(協力：白鳥路ホタル友の
会、金沢ホタルの会等)

金沢城外濠公園
白鳥路

園路灯をライトダウンし、行燈の灯りのもとで、ホタルの
飛び交う姿を観賞します。

どなたでも 無料
8:00～21:30
小雨決行
事前申込不要

金沢市環境局環境政策課
TEL:076-220-2507

15 6/15(土) ヤドカリ学級
「磯のカニをつかめよう」

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

磯にはたくさんのカニがすんでいます。
つかまえて種類をしらべてみよう。

どなたでも
無料
(高校生以上は入館料200
円)

定員20名
のと海洋ふれあいセンタ
ー
TEL:0768-74-1919

http://notomarine.jp/

16 6/15(土) ホタル観賞会 加賀市スポーツ振興事業団橋立自然公園 夜間に蛍を観察し、その習性を学びます。
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

17 6/23(日)
白山外来植物除去作業
オオバコ等除去 in 市ノ瀬

石川県白山自然保護センタ
ー、
環白山保護利用管理協会

白山市白峰
市ノ瀬ビジターセンター周
辺

市ノ瀬の駐車場のオオバコの除去作業。
採ったオオバコをお茶にして楽しみます。

一般、
小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

無料
要事前申込(5/7から受付)
定員100名

石川県白山自然保護セン
ター
TEL:076-255-5321

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

18
6/29(土)、7/27(土)、

8/24(土)
夜の鴨池探検しよっさ 加賀市鴨池観察館 加賀市片野町

鴨池観察館

鴨池にいる昆虫たちは夜、なにをしているのでしょうか。
みんなで探検します。
(黒い服を着てきて下さい)

どなたでも 入館料
(高校生以下無料)

黒い服着用のこと
開始時間
6/29：19:00～21:30
7/27：18:30～20:20
8/24：18:00～20:00

鴨池観察館
TEL:0761-72-2200

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

19 6/30(日) 親子七夕づくり 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

七夕のいわれを知り、七夕飾りづくりに挑戦します。 小学生以上 200円/組 定員15名
作業しやすい服装で

インフォメーションセン
ター
TEL:076-288-6449

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

20 7/6(土)・7(日) ヤドカリ学級
「ミニガイド」 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
四季折々に磯の生きものなどの解説をします。 どなたでも

無料
(高校生以上は入館料200
円)

定員10名
のと海洋ふれあいセンタ
ー
TEL:0768-74-1919

http://notomarine.jp/

21 7/7(日) 白山外来植物除去ボランティア
研修講座

石川県白山自然保護センタ
ー、
環白山保護利用管理協会

白山市白峰
白山国立公園センター

白山へ侵入した低地性の植物除去に関する知識を学び、除
去ボランティアの登録を行います。

一般、
小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

無料
要事前申込(5/7から受付)

定員100名

石川県白山自然保護セン
ター
TEL:076-255-5321

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

22 7/14(日) きのこ観察会１ 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

園内に発生する菌類を観察し、種類の判定のしかたを学び
ます。 小学生以上 無料 定員：30名。少雨決行。

インフォメーションセン
ター
TEL:076-288-6449

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

23 7/20(土)
白山まるごと体験教室
「探検！発見！白山ろくナイ
ト」

石川県白山自然保護センタ
ー

白山市中宮
中宮展示館

夜の森の中を歩いたり、灯りに集まる虫たちを見つけたり
する、夏の夜のお楽しみ企画です。

一般、
小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

200円/人
要事前申込(6/20から受
付)
定員20名(先着)

石川県白山自然保護セン
ター
TEL:076-255-5321

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

24 7/20(土)～28(日) 中宮展示館　夏休みdays
石川県白山自然保護センタ
ー、
中宮温泉旅館協同組合

白山市中宮
中宮展示館

夏でも涼しい中宮で、観察路を散策したり、川で生き物を
探したりします。
館内では生物展示も行っています。

一般 無料 事前申込不要
石川県白山自然保護セン
ター
TEL:076-255-5321

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

25 7/21(日) ネイチャスクール2019夏 (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

自然物の色を絵の具にしたゲームなど、自然を満喫しなが
ら楽しむことができます。

親子小学生
(保護者同伴) 300円/人 なし

白山ろくテーマパーク公
園センター
TEL:076-272-3637

http://hakusanpark.com/

26 7/27(土) 原っぱ散策と青空ヨガ教室 加賀市スポーツ振興事業団橋立自然公園 園路ピクニック広場を散策し、広場にてヨガ教室を行いま
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

27 7/28(日) フォトグラム体験 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

公園の自然物と古くから用いられてきた写真技術を応用
し、オリジナルアート作品を仕上げます。

小学生以上 500円/人 定員20名
雨天中止

インフォメーションセン
ター
TEL:076-288-6449

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

28 7/28(日) 森の渓流上りと魚つかみ 石川県県民の森 加賀市
石川県県民の森

県民の森の渓流で渓流上りや、魚つかみを体験しましょ
う。

小学生 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

29 8/10(土) 竹食器作り
流しソーメン会食 加賀市スポーツ振興事業団橋立自然公園 園内に自生している竹を使って、食器や箸を作ります。

その後、流しそうめんを行います。

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

30 8/11(日祝) 親子で飯ごう料理体験 石川県県民の森 加賀市
石川県県民の森

飯ごうでご飯を炊いて、カレーを作ります。 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

31 8/24(土)～25(日) 白山外来植物除去作業
スズメノカタビラ等除去 in 室堂

石川県白山自然保護センタ
ー、
環白山保護利用管理協会

白山・室堂 白山に侵入してきたスズメノカタビラやアカミタンポポな
ど、外来植物の除去作業を行います。

一般、
小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

4,500円/人
要事前申込(5/7から受付)

定員50名

石川県白山自然保護セン
ター
TEL:076-255-5321

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

32 9/1(日) 手取川ダムに沈んだ集落探訪 白山ろく民俗資料館 白山市桑島
手取川ダムの完成40周年を機に夏期減水時、ダムの底とな
った桑島集落周辺を訪ねます。 一般 300円

要事前申込
定員15名
詳細はHP参照

白山ろく民俗資料館
TEL:076-259-2665

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

33 9/7(土) 原っぱ散策と青空ヨガ教室 加賀市スポーツ振興事業団橋立自然公園 園路ピクニック広場を散策し、広場にてヨガ教室を行いま
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

34 9/7(土)～8(日) 白山外来植物除去作業
オオバコ等除去 in 南竜ヶ馬場

石川県白山自然保護センタ
ー、
環白山保護利用管理協会

白山・南竜ヶ馬場 白山に侵入してきたオオバコやスズメノカタビラなど、外
来植物の除去作業を行います。

一般、
小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

4,500円/人 要事前申込(5/7から受付)
定員50名

石川県白山自然保護セン
ター
TEL:076-255-5321

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

35 9/22(日) 出作りで利用された植物の観察
会

白山ろく民俗資料館 白山市白峰 出作り跡地周辺に自生する、利用植物を観察します。 一般 300円
要事前申込
定員15名
詳細はHP参照

白山ろく民俗資料館
TEL:076-259-2665

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

36 9/29(日) 秋の草花観察体験 石川県県民の森 加賀市
石川県県民の森

遊歩道を散策しながら、どんな草花があるか見てみましょ
う。

小学3年生～中学生 500円 定員15名 県民の森事務所
TEL:0761-78-3883

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

37 10/12(土)～20(日) 中宮展示館　紅葉ｄａｙｓ
石川県白山自然保護センタ
ー、
中宮温泉旅館協同組合

白山市中宮
中宮展示館

紅葉真っ盛りの秋の蛇谷自然観察路を散策します。
また、秋の木の実を使った工作、木の実の試食やキハダ茶
の試飲も行います。

一般 無料 事前申込不要
石川県白山自然保護セン
ター
TEL:076-255-5321

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

38 10/13(日) ネイチャスクール2019秋 (株)岸グリーンサービス
石川県白山市
白山ろくテーマパーク
吉岡園地

落ち葉や枝を使って顔を作ってみたり、森林の中をみんな
で探索して秋の自然を楽しみます。

親子小学生
(保護者同伴)

300円/人 なし
白山ろくテーマパーク公
園センター
TEL:076-272-3637

http://hakusanpark.com/

39 10/19(土) 自然観察散策
「木の実ウォーク」

加賀市スポーツ振興事業団橋立自然公園 園路を散策しながら、木の実集めをします。
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

40 10/20(日) 加賀禅定道檜新宮探訪 白山ろく民俗資料館
白山市尾添
加賀禅定道 加賀禅定道の白山信仰の拠点、檜新宮を訪ねます。 一般 300円

要事前申込
定員15名
詳細はHP参照

白山ろく民俗資料館
TEL:076-259-2665

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

41 10/27(日)
元気に歩こうパノラマウォーキ
ング 石川県県民の森

加賀市
石川県県民の森

園内の散策コースを歩き、紅葉を見ながら、季節の移ろい
を実感します。 70歳以上の健脚者 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

42 10/27(日)
白山まるごと体験教室
「手取峡谷で石ころ探し」

石川県白山自然保護センタ
ー

白山市河原山
手取川河川敷

河原にある様々な石を観察したり、石のでき方等について
学んだりします。

一般、
小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

200円/人
要事前申込(9/27から受
付)
定員20名(先着)

石川県白山自然保護セン
ター
TEL:076-255-5321

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

43 11/9(土) カヤ刈り体験 白山ろく民俗資料館 白山市白峰
西山地区

カヤ葺き屋根や雪囲いに使われてきたカヤ刈りの体験をし
ます。
刈り取ったカヤは、古民家の屋根の修復に使います。

小学生以上 100円
要事前申込
定員20名
詳細はHP参照

白山ろく民俗資料館
TEL:076-259-2665

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

44 11/9(土)
自然観察散策
「紅葉ウォーク」 加賀市スポーツ振興事業団橋立自然公園

公園内の木々を観察し、自然について学びながら園路を散
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

45
11/20(水)～4月(開館期
間中・積雪時)の土・

日・祝日

ブナオ山観察舎
かんじきハイク

石川県白山自然保護センタ
ー

白山市尾添(一里野)
ブナオ山観察舎

かんじきを履いて雪山を歩き、冬の自然を観察します。 一般 無料
事前申込不要
ただし参加者10名以上の
場合は要事前連絡

石川県白山自然保護セン
ターブナオ山観察舎
TEL:076-256-7250

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
index.html
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46 12月初旬 枯野見ハイキング (株)岸グリーンサービス
石川県白山市
白山ろくテーマパーク
吉岡園地～福岡

公園近くの里山に入り、なだらかな尾根を歩き、落ち葉で
見通しの良くなった枯野をのんびり歩きます。

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

なし
白山ろくテーマパーク公
園センター
TEL:076-272-3637

http://hakusanpark.com/

47 1/4(土)～13(月祝)
ブナオ山観察舎
雪遊びdays

石川県白山自然保護センタ
ー

白山市尾添(一里野)
ブナオ山観察舎

かんじきでブナオ山観察舎周辺を歩きます。
観察舎での動物観察、ネイチャークラフト等も楽しめま
す。

一般 無料 事前申込不要
石川県白山自然保護セン
ターブナオ山観察舎
TEL:076-256-7250

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

48 2/15(土)～16(日)
白山まるごと体験教室
「白山ろくけものセミナー」

石川県白山自然保護センタ
ー、
白山ふもと会

白山市尾添(一里野)
ブナオ山観察舎

冬の動物を観察したり、野外で動物の足跡を探したりしま
す。
猟師さんの動物話も聞き、解体施設の見学、ジビエ料理の
試食もします。
(吉野谷セミナーハウス泊)

一般
大人4,000円/人
子ども3,000円/人

要事前申込( 1/15から参
加受付)
定員20名(先着)

石川県白山自然保護セン
ター
TEL:076-255-5321

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

福
井
県

1 5/18(土)・19(日)
第28回若狭・三方五湖ツーデー
マーチ

若狭町、
(一社)日本ウオーキング協
会、
NPO福井県ウオーキング
協会、
若狭・三方五湖歩こう会、
若狭町教育委員会、
朝日新聞社

若狭さとうみパーク
若狭町の自然に親しみながら心と体の健康づくり、ふれあ
いと感動をめざして「第28回若狭・三方五湖ツーデーマー
チ」を開催いたします。

一般

事前：一般2,000円、中
学生以下1,000円、
当日：一般2,200円、中
学生以下1,100円

歩きやすい服装で
若狭・三方五湖ツーデー
マーチ実行委員会
TEL:0770-45-9118

https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/

2 5/25(土) 里山散策 福井県山岳連盟 吉田郡永平寺町
永平寺町にある城山(474m)植物を観察しながら山頂を目指
す。
片道5kmです。

健康な方
2,000円未定
(バス代・保険代)

福井県山岳連盟・事務局 http://joncoro.main.jp/fgakuren/

3 5/26(日) 初夏の磯で生きものを探してみ
よう

福井県海浜自然センター 若狭町
食見海岸

初夏の御祖の生きものを採集して、観察します。
どなたでも
(小学生以下保護者同
伴参加)

100円 要事前申込
定員30名

福井県海浜自然センター
TEL:0770-46-1101

http://fcnc.jp/

4 6/2(日)
天文教室
「星景写真撮影に挑戦(固定撮影
partⅠ)」

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

デジタル一眼レフカメラを使った天体の固定撮影の方法を
学び、満天の星空のもと実習を行います。

18歳以上
(高校生を除く)

無料

要事前申込
定員15名
持ち物：デジタル一眼、
三脚

自然保護センター
TEL ：0779-67-1655

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

5 6/8(土) 早めに自由研究スタート！
③昆虫採集と標本作り

福井県海浜自然センター 若狭町
食見海岸

甲虫を中心とした昆虫を採集し、標本を作ります。
どなたでも
(小学生以下保護者同
伴参加)

100円
要事前申込
定員30名

福井県海浜自然センター
TEL:0770-46-1101 http://fcnc.jp/

6 6/9(日)
早めに自由研究スタート！
④海藻採集と標本作り 福井県海浜自然センター

若狭町
食見海岸 海岸で様々な種類の海藻を採集し、標本を作ります。

どなたでも
(小学生以下保護者同
伴参加)

100円
要事前申込
定員30名

福井県海浜自然センター
TEL:0770-46-1101 http://fcnc.jp/

7 6/15(土) みんなで環境美化！
海域公園クリーンアップ

福井県海浜自然センター 若狭町
食見海岸、烏辺島

スノーケリングを行いながら、海中や海岸のごみを回収し
ます。

中学生以上のスノー
ケリング経験者

100円
要事前申込
定員25名

福井県海浜自然センター
TEL:0770-46-1101 http://fcnc.jp/

8 6/16(日)
バードウォッチング②初夏
菅湖ビギナーのためのさえずり探
鳥会

福井県海浜自然センター
若狭町
菅湖 菅湖周辺の夏鳥を中心に、観察します。

どなたでも
(小学生以下保護者同
伴参加)

100円
要事前申込
定員30名

福井県海浜自然センター
TEL:0770-46-1101 http://fcnc.jp/

9  7/7(日)
特別観望会
「七夕の夜 ～織姫星と彦星に会
おう～」

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

おりひめ星(ベガ)とひこ星(アルタイル)、天の川、デネブや
アルビレオなどの夏の天体の観望をします。

一般 無料 自然保護センター
TEL:0779-67-1655

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

10 7/20(土)
≪夏休み自由研究対策≫

美しい植物標本をつくろう 福井県自然保護センター 福井県自然保護センター
自然保護センター周辺の森で、親子で植物採集を楽しむと
ともに、美しい標本を作成する方法を学びます。 小・中学生

50円
(保険料)

要事前申込
定員30名

自然保護センター
TEL:0779-67-1655 http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

11 7/21(日) 天文教室
「天体望遠鏡を作ってみよう」

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

天体望遠鏡の仕組みを学びながら、自分だけの望遠鏡を作
り、天体観望をします。

小学3年生以上 望遠鏡キット代金 要事前申込
定員20組

自然保護センター
TEL:0779-67-1655

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

12 8/2(金）
天文教室
「夏の星座めぐり」 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

夏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4年生以上 無料

要事前申込
定員40名

自然保護センター
TEL:0779-67-1655 http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

13 8/3(土) ≪夏休み自由研究対策≫

作ってみよう昆虫標本
福井県自然保護センター 福井県自然保護センター 親子で昆虫採集を楽しむとともに、美しい標本を作成する

方法を学びます。
小・中学生

50円
(保険料)

要事前申込
定員30名

自然保護センター
TEL:0779-67-1655

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

14 8/6(火)
天文教室
「スマホやケータイで星を撮ろ
う」

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

スマホやケータイ、コンデジで望遠鏡越しに月や木星、土
星などの天体を撮影します。 一般 無料

要事前申込
定員20名

自然保護センター
TEL:0779-67-1655 http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

15 8/12(月振)

特別観望会
「ペルセウス座流星群ってなぁ
に？ ～月夜のスターウォッチン
グ～」

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

月、木星、土星、夏の天体の観望とともに、ペルセウス座
流星群についての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/

16 8/30(金）
天文教室
「天の川の撮影に挑戦(固定撮影
partⅡ)」

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

デジタル一眼レフカメラを使った天体の固定撮影の方法を
学び、満天の星空のもと実習を行います。

18歳以上
(高校生を除く) 無料

要事前申込
定員15名
持ち物：デジタル一眼、
三脚

自然保護センター
TEL:0779-67-1655 http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

17 9/13(金)
特別観望会
「中秋の名月 ～今宵月面をつか
む～」

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

中秋の名月を肉眼だけでなく、双眼鏡や望遠鏡を使って、
お月見を楽しみます。 一般 無料

自然保護センター
TEL:0779-67-1655 http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

18 9/15(日)
特別観望会
「星空観望シルバーウィーク ～
月・木星・土星をみよう～」

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

土星や木星を中心として、月齢16の丸い月、夏や秋の天体
も観望します。 一般 無料

自然保護センター
TEL:0779-67-1655 http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

19 10/25(金) 天文教室
「秋の星座めぐり」

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

秋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4年生以上 無料 要事前申込
定員40名

自然保護センター
TEL:0779-67-1655

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

20 11/3(日祝)
特別観望会
「銀河の女王『アンドロメダ大
銀河』」

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

銀河の女王、アンドロメダ大銀河やを巨大望遠鏡や双眼鏡
で観望します。

一般 無料
自然保護センター
TEL:0779-67-1655 http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

21 12/14(土)
愛鳥教室
「雁行観察会 ～魂を揺さぶるマ
ガンの鳴き声を聴こう～」

福井県自然保護センター 芦原青年の家
日の出とともに、坂井平野に飛来するマガンの群れを観察
します。 一般

50円
(保険料)

要事前申込
定員30名

自然保護センター
TEL:0779-67-1655 http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

22 3/13(金) 天文教室
「冬の星座めぐり」 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

冬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4年生以上 無料
要事前申込
定員40名

自然保護センター
TEL:0779-67-1655

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

山
梨
県

1 7/6(土)～7(日) 親子でキャンプ 武田の杜サービスセンター武田の杜内
健康の森

森の中のキャンプ場で、親子でキャンプを楽しみます。 小・中・高校生の親
子

大人2,000円、
小・中・高生1,000円、
小学生未満500円

詳細はHP参照
武田の杜サービスセンタ
ー
TEL:055-251-8551

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

2 8/11(日祝) サンライズヒル穂坂ヤマケンカッ
プ

ヤマケンカップ実行委員会 穂坂自然公園 世界的トレイルランナー：山本健一先生による、トレイル
ランの大会を開催します。

一般 未定
韮崎市役所
TEL:0551-22-1111
(内線224)

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

長
野
県

1 4/13(土)

エコスクール
「二ツ山・鉢伏山でシカの角を
探そう！
(事前学習会)」

松本市 松本市
なんなんひろば

シカになりきって自然界を感じるゲームや、シカのジビエ
料理体験を行います。
(5/12と連続講座)

小学3年生～中学生
とその保護者

500円 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

2 5/15(水)～6/9(日) 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
ハイキングします。

一般
大人2,000円、
小人1,200円

軽食付
4/29(月祝)から開催

草軽交通軽井沢バス営業
所
TEL:0267-42-2441

3 5/18(土) 春の植物観察とわらび探索
飯綱高原観光協会
ボランティアガイド会 飯綱高原

スキー場周辺で、植物観察とわらび狩りを楽しみましょ
う。 一般

大人300円、
小学生以下無料

歩きやすい服装で
わらびは持ち帰り可

(一社)飯綱高原観光協会
TEL:026-239-3185 http://www.iizuna-navi.com

4 5/26(日) 春の砂鉢山登山 鬼無里観光振興会 長野市鬼無里
ルートの所々から西岳の岩峰や一夜山、北アルプスの山々
など見事な眺望が望めます。 中学生以上 1,500円 定員25名(先着順)

鬼無里観光振興会
TEL:026-256-3188 kinasatiku@tgk.janis.or.jp

5 6/1(土) 大谷地湿原とレンゲツツジ
飯綱高原観光協会
ボランティアガイド会 飯綱高原

高原に咲くオニツツジとも呼ばれる、レンゲツツジなどの
観察会を行います。 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

6 6/5（水） 飯縄山清掃登山 飯綱高原を美しくする会 飯縄山 市民の山として親しまれている飯縄山を、ゴミ拾いできれ
いにしながら登ります。

どなたでも 無料 8:00～14:00 長野市観光振興課
TEL:026-224-8316

https://www.city.nagano.nagano.jp/site/
kanko-nagano/

7 6/22(土)
地層の不思議！
奥裾花渓谷ウォーク 鬼無里観光振興会

長野市鬼無里
奥裾花自然園

目の前に押し迫る地形や地質、化石などの解説を聞きなが
ら渓谷を歩きます。 小学生以上

一般1,500円、
小学生800円 定員25名(先着順)

鬼無里観光振興会
TEL:026-256-3188 kinasatiku@tgk.janis.or.jp

8 6/23(日) モリアオガエルの観察会 飯綱高原観光協会
ボランティアガイド会

飯綱高原 湖上の木の葉に産み付けられた、モリアオガエルの卵の観
察会を行います。

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

9 7～10月に3回 戸隠五地蔵山登山ツアー 戸隠観光協会 戸隠キャンプ場集合～五地
蔵山

山頂に着いたら、自分で汲んだ湧水を使い、戸隠竹細工の
ドリッパーで淹れたコーヒーでカフェタイムを楽しみま
す。

どなたでも 6,000円 実施日未定
要事前申込

戸隠観光協会
TEL:026-254-2881

http://togakushi-21jp/

10 8/11(日祝)
「山の日記念」
飯縄山の歴史と自然観察登山

飯綱高原観光協会
ボランティアガイド会 飯綱高原・飯縄山

長野市民の山として親しまれている飯縄山を、歴史や植物
観察などをしながら登山を楽しもう。

一般
(当日、健康な状態で
参加可能な人)

無料
(一社)飯綱高原観光協会
TEL:026-239-3185 http://www.iizuna-navi.com

岐
阜
県

1 5～2月 飛騨高山・山の自然学校 高山市環境政策推進課 乗鞍岳 他を予定
乗鞍岳などの自然豊かなフィールドで年6回、自然観察会
などを開催します。 高山市民 必要に応じて徴収

要事前申込
(4月中に募集開始予定)

高山市環境政策推進課
TEL:0577-35-3533 －

2 8～10月 「山の日」
自然公園ガイドツアー

高山市環境政策推進課 乗鞍岳 他を予定 「山の日」の制定を記念し、乗鞍岳などでガイド引率によ
る軽登山を行います。

高山市民 必要に応じて徴収 要事前申込
(詳細未定)

高山市環境政策推進課
TEL:0577-35-3533

－

1 毎月第4日曜日 二村山自然観察会 豊明二村山自然観察会 豊明市二村山緑地 野鳥・植物・昆虫などの観察をして、自然に親しみます。 一般 無料 詳細はHP参照
豊明市都市計画課
TEL:0562-92-1114

http://www.toyoakejoho.net./toyo/group/
dantai/124_hutamurasizen.html

2 5/18(土) 山で発見！ヒメボタル
共催
知多自然観察会、
美浜町　

美浜町
時志観音

陸に住むヒメボタルをご存知ですか？
空に地に舞うホタルの輝きに出会えるかな？

小学生以下は保護者
同伴

50円
(保険代)

持ち物：懐中電灯、運動
靴(サンダル不可)

美浜町環境課
TEL:0569-82-1111 http://chitakan.com/

3 5/19(日) 自然ふれあいフェスタ 豊田市自然観察の森 豊田市自然観察の森 みんなで楽しく自然とふれあおう！
ミュージカルや体験イベントが盛りだくさんです。

親子、一般 無料 ミュージカルは要事前申
込(当日席あり)

豊田市自然観察の森
TEL:0565-88-1310

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

http://hakusanpark.com/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html
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http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
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http://www.nirasaki-kankou.ne.jp/
http://www.iizuna-navi.com/
mailto:kinasatiku@tgk.janis.or.jp
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https://www.city.nagano.nagano.jp/site/kanko-nagano/
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愛
知
県

4 5/19(日) 第2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

運動靴で
弥富野鳥園
TEL:0567-68-2338 http://www.aichi-park.or.jp/yachou/

5 6/2(日) 第3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
運動靴で

弥富野鳥園
TEL:0567-68-2338 http://www.aichi-park.or.jp/yachou/

6 毎月第1日曜日 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 NPO法人海上の森の会
TEL:0561-21-9298

http://kaishonomori.com/

7 6/9(日) おさんぽdeいきものみっけ 愛知県 愛・地球博記念公園
モリコロパーク

モリコロパーク内をおさんぽをしながら、生きものを見つ
けたり、クイズを解いたりするイベントを開催します。

一般 無料
東邦ガス(株)協賛
詳細はHP参照(5月中旬に
掲載)

もりの学舎
TEL:0561-61-2315

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kankyokatsudo/h31osanpo.html

8 6/15(土) 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 事前申込不要
豊根村観光協会
TEL:0536-87-2525 http://www.toyonemura-kanko.jp/

9 6/16(日) 第3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
運動靴で

弥富野鳥園
TEL:0567-68-2338 http://www.aichi-park.or.jp/yachou/

10 6/16(日) 干潟の生き物
共催
知多自然観察会、
美浜町　

美浜町
山王川

町内には主に8つの河川があります。
その一つである山王川の河口、干潟で貝やカニなどを観察
してみませんか？

小学生以下は保護者
同伴

50円
(保険代)

持ち物：タモ、バケツ、
長靴(サンダル不可)

美浜町環境課
TEL:0569-82-1111

http://chitakan.com/

11 6/29(土)・30(日) 矢並湿地自由観察の日 豊田市自然観察の森
豊田市自然観察の森
矢並湿地 矢並湿地で、トンボや草花観察をします。 一般 無料 現地集合

豊田市自然観察の森
TEL:0565-88-1310 http://www.toyota-kansatsu.com/

12 6/30(日) 海辺の生き物
共催
知多自然観察会、
美浜町　

美浜町
冨具崎港

潮だまりに生きるフジツボ・イソギンチャク・カニ・魚、
砂浜に根を張る植物たち･･･。
何か新しい発見をすることができるかな？

小学生以下は保護者
同伴

50円
(保険代)

持ち物：タモ、バケツ、
長靴(サンダル不可)、カ
ギ

美浜町環境課
TEL:0569-82-1111 http://chitakan.com/

13
8/3(土)～5(月)、

9/14(土)～15(日)
豊明のナガバノイシモチソウ一
般公開

豊明市 豊明市沓掛町小迴間地内 日本固有の新種で、モウセンゴケ科の食虫植物である、赤
花のナガバノイシモチソウを観察します。

一般 無料

歩きやすい服装で
雨天中止、少雨決行
同日程で8/5を除き大狭間
湿も同時公開

豊明市生涯学習課
TEL:0562-92-8317 https://www.city.toyoake.lg.jp/1103.htm

14 8/10(土)～11(日祝) アウトドア大作戦 in 若狭湾 津島スポーツクラブホワイ
トウイングズ

国立若狭湾青少年自然の家 シーカヤックや磯観察など、若狭湾の海で様々な体験活動
を実施します。

小学4年生以上
(クラブ会員は小学3

年生以上参加可)

会員12,000円、
非会員14,000円

定員40名 津島市教育委員会
TEL:0567-55-9428

15 9/7(土) 布土川の生き物観察
共催
知多自然観察会、
美浜町　

美浜町
布土川

布土川は町内でも多くの水棲生物が生息する河川の一つで
す。
カワムツ・ウナギ・ヨシノボリなど何が生息しているので
しょうか？

小学生以下は保護者
同伴

50円
(保険代)

持ち物：タモ、バケツ、
長靴（サンダル不可）

美浜町環境課
TEL:0569-82-1111

http://chitakan.com/

16 10/13(日)・14(月祝) 2019いちのみや秋の緑化フェア
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

苗木・花苗の販売や配布、緑化について考えるイベント
や、親子体験教室を開催します。

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/

17 1/18(土)～19(日) アウトドア大作戦 in 立山 津島スポーツクラブホワイ
トウイングズ 国立立山青少年自然の家 雪像造りやチューブすべりなど、立山の雪を使った体験活

動を実施します。 小学3年生以上
会員12,500円、
非会員15,000円 定員35名

津島市教育委員会
TEL:0567-55-9428

18 2/23(日祝) 冬鳥と旅鳥　カワウの子育て 美浜町 美浜町
総合公園体育館

一年中いるものや渡って来るもの、群れや単独でいるもの
など、鳥たちの冬の様子を観察してみませんか？

小学生以下は保護者
同伴

50円
(保険代)

持ち物：双眼鏡(町貸与
有)、図鑑など

美浜町環境課
TEL:0569-82-1111

なし

三
重
県

1 5/19(日) 海女さんの磯で、海の生き物観
察

伊勢志摩国立公園自然ふれ
あい推進協議会

志摩市志摩町片田
麦崎海岸
(伊勢志摩国立公園)

麦崎海岸は魚介類が豊富で、日本有数の海女の漁場です。
潮の引いた磯で、海の生き物を観察しましょう。 小学生以上

大人200円、
小人100円 雨天中止

横山ビジターセンター
TEL:0599-44-0567 http://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/

2 5/19(日) 亀山里山公園「みちくさ」
春のイベント

亀山市 亀山市
亀山里山公園「みちくさ」

里山の自然を満喫しながら楽しめるイベントです。
体験イベントもあります。

一般 無料
亀山市生活文化部環境課
環境創造G
TEL:0595-96-8095

http://www.city.kameyama.mie.jp

3 6/8(土) 海の神様、青峰山を歩こう 伊勢志摩国立公園自然ふれ
あい推進協議会

鳥羽市松尾町～志摩市磯部
町上之郷
(伊勢志摩国立公園)

青峰山の正福寺は、海の神様として知られる霊山です。
新緑のトンネルと野鳥のさえずりを、楽しみながら歩きま
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/

4 6/23(日) 横山の昆虫観察会 伊勢志摩国立公園自然ふれ
あい推進協議会

志摩市阿児町鵜方
横山園地
(伊勢志摩国立公園)

初夏から梅雨にかけては、昆虫が最も豊かに見られる季節
です。
緑豊かな横山で、いろいろな種類の昆虫を探しましょう。

小学生以上
大人200円、
小人100円

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/

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/

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/

http://www.aichi-park.or.jp/yachou/
http://www.aichi-park.or.jp/yachou/
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/h31osanpo.html
http://www.aichi-park.or.jp/yachou/
http://chitakan.com/
http://www.toyota-kansatsu.com/
http://chitakan.com/
https://www.city.toyoake.lg.jp/1103.htm
http://chitakan.com/
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/
http://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/
http://www.city.kameyama.mie.jp/
http://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/
http://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/
http://www.ohmitetudo.co.jp/karyoku/
http://samegai.siga.jp/
http://samegai.siga.jp/
http://www.city.ritto.lg.jp/
http://samegai.siga.jp/
https://keihanna-park.net/
http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/
https://www.taiyougaoka-sportsclub.com/
https://keihanna-park.net/
http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/
http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/
https://keihanna-park.net/
https://keihanna-park.net/
http://www.city.kyotango.lg.jp/
http://nishikori-park.jp/
https://tonboike-park.net/


大
阪
府

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/

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

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

http://www.lib.toyonaka.osaka.jp/
http://www.sakai-hanatebako.org/
http://izumisano-kyuryo.jp/
http://www.sakai-fureainomori.jp/
http://www.sakai-fureainomori.jp/
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/
https://www.osakaymca.or.jp/shisetsu/kisenwaiwaimura/
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top
http://yamadaike.osaka-park.or.jp/
http://www.lib.toyonaka.osaka.jp/
http://hiraoka.osaka-park.or.jp/
http://izumisano-kyuryo.jp/
http://www.sakai-hanatebako.org/
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top
http://izumisano-kyuryo.jp/
http://www.sakai-park.or.jp/
http://izumisano-kyuryo.jp/
http://nishikori-park.jp/
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/nagano_top
http://hiraoka.osaka-park.or.jp/
http://yamadaike.osaka-park.or.jp/
https://www.osaka-park.or.jp/rinkai/sennan/main.html
http://osaka-midori.jp/mori/index.html
http://himeji-machishin.jp/ryokka/event/
http://himeji-machishin.jp/ryokka/event/
http://www.city.himeji.lg.jp/s80/2212412/_5127/_9596.html
http://himeji-machishin.jp/ryokka/event/
http://kinki.env.go.jp/
http://kinki.env.go.jp/
http://kinki.env.go.jp/
http://kinki.env.go.jp/
http://kinki.env.go.jp/
http://kinki.env.go.jp/
http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/center-nittei.html


和
歌
山
県

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/

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/

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/


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

愛
媛
県

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

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

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
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


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/

福
岡
県

1 5/17(金) 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

シランなどの春の野草を観察します。 小学生以上
(保護者同伴)

無料
要事前申込(5/7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 5/25(土) 花に集まる虫観察会 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

ガマズミなどの花に集まる虫を中心に観察します。 小学生以上
(保護者同伴)

無料
要事前申込(5/15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

3 6/9(日) 大平山登山 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

初夏の大平山からの展望と、野草を楽しむ登山です。 小学生以上
(保護者同伴)

無料
要事前申込(5/30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

4 6/15(土) 野鳥観察会 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

初夏の野鳥をのんびり観察します。　 小学生以上
(保護者同伴)

無料
要事前申込(6/5締切)
定員20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

5 6/23(日) 広谷湿原野草観察会 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 ノハナショウブなどの広谷湿原の野草を観察します。　

小学生以上
(保護者同伴) 無料

要事前申込(6/13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

長
崎
県

1 7月 川棚おおさき海祭り海上綱引き
大会

(一社)川棚町観光協会
大村湾県立自然公園大崎自
然公園
大崎海水浴場

海上の競技台で、子供から大人までの部門別に綱引きを行
います。

一般 ※未定
※日程等詳細は現時点で
未定

(一社)川棚町観光協会
TEL:0956-83-3210 http://kankou-kawatana.jp/

2 9月 長崎川棚海フェスタ2019 (一社)川棚町観光協会
大村湾県立自然公園大崎自
然公園
大崎海水浴場

シーカヤックやフィッシングなど、海で行う体験イベント
です。

一般 ※未定 ※日程等詳細は現時点で
未定

(一社)川棚町観光協会
TEL:0956-83-3210

http://kankou-kawatana.jp/

3 9月 わいわいウォーキング (一社)川棚町観光協会
大村湾県立自然公園大崎自
然公園大崎自然公園
川棚町

大崎自然公園(大崎半島)や周辺を自分に合ったルートで散
策できます。

一般 ※未定
※日程等詳細は現時点で
未定

(一社)川棚町観光協会
TEL:0956-83-3210 http://kankou-kawatana.jp/

4 3月 虚空蔵山登山会 (一社)川棚町観光協会
大村湾県立自然公園大崎自
然公園
虚空蔵山岩屋登山口

登山シーズンの始まりに合わせて、安全祈願神事と参加者
による登山を行います。
参加者には記念品があります。

一般 ※未定 ※日程等詳細は現時点で
未定

(一社)川棚町観光協会
TEL:0956-83-3210

http://kankou-kawatana.jp/

大
分
県

1 5/19(日) 自然観察教室 宇佐自然と親しむ会 寄藻川河口干潟 塩湿地の植物や野鳥を観察します。 一般
300円
(資料代、保険料)

要事前申込
定員30名程度
歩きやすい服装で

宇佐市生活環境課(主催者
事務局)
TEL:0978-27-8132

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

2 5/25(土) 大分市身近な自然観察会 大分市 護国神社の森 護国神社の森にすむ生物を観察しながら、大分市の自然に
ついて楽しく学べます。

一般 無料 要事前申込
定員60名程度

大分市環境対策課
TEL:097-537-5758

http://www.city.oita.oita.jp/machizukuri/
kankyo/hozen/shizenkansatsu/index.html

3
11月までの毎月第4日曜

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

大分県別府市東山
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名以上の団体は事前予
約

NPO法人猪の瀬戸湿原保
全の会(担当：定松)
TEL:0977-66-1269

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

4 6/16(日) 自然観察教室 宇佐自然と親しむ会 乙女新田塩田跡地 塩湿地周辺の植物等を観察します。 一般
300円
(資料代、保険料)

要事前申込
定員30名程度
歩きやすい服装で

宇佐市生活環境課(主催者
事務局)

TEL:0978-27-8132

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

5 7/21(日) 自然観察教室 宇佐自然と親しむ会 柳ヶ浦海岸汽水湖 汽水湖周辺の植物等を観察します。 一般
300円
(資料代、保険料)

要事前申込
定員30名程度
歩きやすい服装で

宇佐市生活環境課(主催者
事務局)
TEL:0978-27-8132

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

6 8/18(日) 自然観察教室 宇佐自然と親しむ会 長洲海岸砂浜 砂浜に生育する植物を観察します。 一般
300円
(資料代、保険料)

要事前申込
定員30名程度
歩きやすい服装で

宇佐市生活環境課(主催者
事務局)
TEL:0978-27-8132

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

7 9/15(日) 自然観察教室 宇佐自然と親しむ会 和間海浜公園 砂浜や松林の植物等を観察します。 一般
300円
(資料代、保険料)

要事前申込
定員30名程度
歩きやすい服装で

宇佐市生活環境課(主催者
事務局)

TEL:0978-27-8132

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

鹿
児
島
県

1 4/14(日) 春のウォーキング
「新緑の野草探し」

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

施設周辺を散策しながら新緑の野草を採集し、調理・会食
を体験します。

一般 450円 定員30名
鹿児島県立南薩少年自然
の家
TEL:0993-77-2500

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

2 4/14(日)
科学教室
「城山で春を探そう」 鹿児島県立博物館 鹿児島市城山

人とのつながりが深い里山として、天然記念物に指定され
ている森を観察します。

一般
(小学生以下は保護者
同伴)

50円
鹿児島県立博物館
TEL: 099-223-6050

http://www.pref.kagoshima.jp/
hakubutsukan/

3 5/19(日) 霧島さわやかトレッキング
初夏編

鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター

中岳、
鹿ヶ原

初夏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

4 5/26(日) 家族で楽しむ春の一日　　　　 鹿児島県立青少年研修セン
ター

鹿児島市
鹿児島県立青少年研修セン
ター

梅ちぎりと、郷土に伝わるだんご作りの体験活動を行いま
す。

家族 未定 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

5 5/26(日)
科学教室
「じゃぶじゃぶ池の動物ウォッ
チング」

鹿児島県立博物館 サボーランドパーク姶良
じゃぶじゃぶ池でザリガニやメダカをはじめ、いろいろな
魚を採集します。

一般
(小学生以下は保護者
同伴)

50円
鹿児島県立博物館
TEL:099-223-6050

http://www.pref.kagoshima.jp/
hakubutsukan/

6 6/1(土) 科学教室
「フグの産卵を見よう」

鹿児島県立博物館 阿久根市大漉 満月や新月の時期の夕方、クサフグは海岸で産卵します。
その様子を観察します。

一般
(小学生以下は保護者
同伴)

50円 鹿児島県立博物館
TEL:099-223-6050

http://www.pref.kagoshima.jp/
hakubutsukan/

7 6月中旬 田植え体験 鹿児島県アジア・太平洋農
村研修センター

鹿児島県アジア・太平洋農
村研修センター周辺

豊かな自然の里でお米をつくります。 親子 未定

6月中旬：田植え
9月中旬：稲刈り
10月上旬：収穫
汚れてもいい服装、着替
え必要

鹿児島県アジア・太平洋
農村研修センター
TEL:0994-45-3288

http://kapic.jp

8 7/7(日) 鹿南少わくわくホリデー①
「カヌーで万之瀬川探検」

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

万之瀬川をカヌーで周遊し、野鳥や干潟の植物などの豊か
な南薩の自然観察を行います。

家族 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/

9 7月上旬～9月上旬 串良川源流探検
鹿児島・宮崎体験の風をお
こそう実行委員会
(青少年自然の家と共催)

鹿児島大学演習林内
串良川上流に向かって登り、川の源流を探検し、水の循
環、山の自然環境、防災等を学ぶ、たかくまに自然を知る
イベントです。

親子
(小学校4年生以上)

800～1,000円/人
(予定、昼食代含む)

長袖長ズボン着用(半袖半
ズボンでの参加は不可)

運動靴(大人用沢靴は貸出
有り、子供用沢靴はない
ため履替え用の靴が必要)
HP準備は6月頃

鹿児島県アジア・太平洋
農村研修センター
TEL:0994-45-3288

http://kapic.jp

10 7/13(土) 科学教室
「灯火に集まる虫を調べよう」

鹿児島県立博物館 鹿児島市寺山 山の中であかりをつけて、虫を呼び寄せます。
光に集まった虫を観察します。

一般
(小学生以下は保護者
同伴)

50円
鹿児島県立博物館
TEL:099-223-6050

http://www.pref.kagoshima.jp/
hakubutsukan/

11 7/14(日)
霧島さわやかトレッキング
夏編

鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター

大浪池 夏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

12
7/19(金)・20(土)・

26(金)・27(土)
科学教室
「セミの羽化をみよう」

鹿児島県立博物館 博物館周辺 夏、身近な公園でもセミの羽化が始まります。
セミの羽化を観察します。

一般
(小学生以下は保護者
同伴)

50円
鹿児島県立博物館
TEL:099-223-6050

http://www.pref.kagoshima.jp/
hakubutsukan/

13 7/27(土)～28(日) きりしま夏のファミリーキャン
プ

鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター

霧島市
鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター及び周辺

霧島の夏の自然を堪能し、家族のふれあいを深めます。 家族 未定 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

14
7/27(土)、

8/3(土)
虫寄せの術

鹿児島・宮崎体験の風をお
こそう実行委員会
(青少年自然の家と共催)

鹿屋市　
大隅湖周辺

大隅湖周辺の自然環境の中で、昆虫採集の学習を体験する
とともに、鹿児島の昆虫博士呼ばれている講師より、昆虫
の生態について学びます。

親子
800～1,000円/人
(予定、夕食代含む)

各日定員30名
両日とも15:00～21:00
HP準備は6月頃

鹿児島県アジア・太平洋
農村研修センター
TEL:0994-45-3288

http://kapic.jp

15 8/2(金)～4(日) 夏休みわくわく自然学校 in 霧島 鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター

霧島市
鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター及び周辺、
大浪池

さまざまな体験を楽しみながら、自然の不思議さや仕組み
を学びます。

小学4～6年生 未定 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

16 8/4(日)
科学教室
「魚とり名人になろう」 鹿児島県立博物館 鹿児島市犬迫川

川でエビやカニをはじめ、いろいろな魚をつかまえて観察
します。

一般
(小学生以下は保護者
同伴)

50円
鹿児島県立博物館
TEL:099-223-6050

http://www.pref.kagoshima.jp/
hakubutsukan/

17 8/13(火) きりしま星空観望会
ペルセウス座流星群

鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター

霧島市
鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター

ペルセウス座流星群や夏の星座の観望を通して、天体への
関心を高めます。

一般 無料 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

18 8/22(木)～25(日) チャレンジ南薩探検隊 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

ウミガメ観察、野間岳登山、示現流体験、サイクリングな
ど3泊4日の自然体験をします。 小学5年生～中学生 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/

19 9/15(日)
きりしま星空観望会
「十五夜」

鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター

霧島市
鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター

十五夜の月の観望を通して、天体への関心を高めます。 一般 無料 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

20 10月中上旬 水生昆虫採取教室
鹿児島・宮崎体験の風をお
こそう実行委員会
(青少年自然の家と共催)

鹿児島県アジア・太平洋農
村研修センター周辺

大隅半島の自然環境の中で、水生昆虫採集の学習を体験す
るとともに、鹿児島の昆虫博士呼ばれている講師より、水
生昆虫の生態を学びます。

親子
(小学校3年生以上)

500円/人
(予定)

定員30名
13:00～18:00

HP準備は8月頃

鹿児島県アジア・太平洋
農村研修センター
TEL:0994-45-3288

http://kapic.jp

21 10/27(日) 霧島さわやかトレッキング
秋編

鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター

池巡り、
白鳥山

秋の霧島山系トレッキングを通して、歩く楽しさや自然の
美しさを満喫する。

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

22 10/27(日) 秋のサイクリング
「吹上浜でビーチコーミング」

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

サイクリングや吹上浜の漂着物を使った物作りを通して、
自然に親しみます。

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/

http://www.city.toon.ehime.jp/life/life_theme/kankyo/ecokids/tokotoko.html
http://www.ochi-kankou.jp/
http://kankou-kawatana.jp/
http://kankou-kawatana.jp/
http://kankou-kawatana.jp/
http://kankou-kawatana.jp/
http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/11/
http://www.city.oita.oita.jp/machizukuri/kankyo/hozen/shizenkansatsu/index.html
http://inoseto-psv.la.coocan.jp/
http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/11/
http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/11/
http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/11/
http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/11/
http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/kirishima/index.html
http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/seisyouken/index.html
http://kapic.jp/
http://kapic.jp/
http://kapic.jp/
http://kapic.jp/


23 10/27(日) 科学教室
「秋の植物観察と植物採集」

鹿児島県立博物館 南さつま市金峰山 金峰山で、秋の植物の観察と植物標本の作り方を学びま
す。

一般
(小学生以下は保護者
同伴)

50円
鹿児島県立博物館
TEL:099-223-6050

http://www.pref.kagoshima.jp/
hakubutsukan/

24 11/2(土)
科学教室
「アサギマダラ大作戦」 鹿児島県立博物館 開聞岳山麓

海を越えて旅をする、アサギマダラの羽にペンでしるしを
つけてとばします。

一般
(小学生以下は保護者
同伴)

50円
鹿児島県立博物館
TEL:099-223-6050

http://www.pref.kagoshima.jp/
hakubutsukan/

25 11/2(土)～3(日祝) きりしま秋のファミリーキャン
プ

鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター

霧島市
鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター及び周辺

霧島の秋の自然を堪能し、家族のふれあいを深めます。 家族 未定 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

26 11/30(土)～12/1(日) なんさつどきどき探検隊 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

朝日ウォッチングや野外活動を通じて、自然の美しさに感
動する心を育みます。

小学1～2年生 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/

27 12/14(土)
きりしま星空観望会
「ふたご座流星群」

鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター

霧島市
鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター

ふたご座流星群や冬の星座の観望を通して、星や月等の天
体への関心を高めます。 一般 無料 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

28 12/21(土)～22(日) チャレンジ霧島 in Winter 鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター

霧島市
鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター、
大幡池

冬山登山を通して、心身の強さや思いやり、生命や自然を
大切にする心を育成します。

小学5年生～中学生 未定 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

29 1/18(土)～19(日)
霧島山中独り寝体験
ステップⅠ

鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター

霧島市
鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンターキャンプ場

独り寝体験を通して、自らを深く見つめ、困難に打ち勝つ
たくましい心を育みます。 小学5年生～中学生 未定 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

30 1/25(土)～26(日)
霧島山中独り寝体験
ステップⅡ

鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター

霧島市
鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター、
栗野岳

原野での独り寝体験を通して、自らを深く見つめ、困難に
打ち勝つたくましい心を育みます。 小学5年生～中学生 未定 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

31 1/26(日) 冬のウォッチング
「クロツラヘラサギを探そう」

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

万之瀬川に生息する水辺の野鳥を観察する活動を通じて、
自然に親しみます。

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/

32 2/1(土)～2(日) 霧島山楽隊 樹氷編 鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター

霧島市
鹿児島県立霧島自然ふれあ
いセンター、
韓国岳

冬の霧島山系の登山を通して、登山の楽しさや自然の美し
さを満喫します。 一般 未定 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

33 2/15(土)～16(日) なんさつわんぱく探検隊 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

夕日ウォッチングや野外活動を通じて、自然に親しむ心を
育みます。 小学3～4年生 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/

34 2月下旬 虫寄せの術
早春編

鹿児島県アジア・太平洋農
村研修センター

鹿児島県アジア・太平洋農
村研修センター周辺

自然環境の中でクワガタの幼虫を探し、育てる体験をしま
す。
倒木・朽木も、生態系の役割をもっていることを学びま
す。

親子
(小学校1年生以上)

500円/人
(予定)

定員20名
13:00～16:30

HP準備は1月頃

鹿児島県アジア・太平洋
農村研修センター
TEL:0994-45-3288

http://kapic.jp

35 3/22(日)
科学教室
「古道でお花見トレッキング」 鹿児島県立博物館 姶良市白銀坂

篤姫も通った白銀坂で、ヤマザクラやスミレなど春の草花
や地質を観察します。

一般
(小学生以下は保護者
同伴)

50円
鹿児島県立博物館
TEL:099-223-6050

http://www.pref.kagoshima.jp/
hakubutsukan/

沖
縄
県

1 4/13(土)
星空観察
～春編～

糸満青少年の家 施設内 春の星空を観察し、宇宙への探求心を育みます。 親子 500円 定員20名程度
糸満青少年の家
TEL:098-994-6342 www.j-ikusei.jp/itoman/

2 4/14(日) ノルディックウォーキング講座② 名護青少年の家 名護岳
トレッキング及びノルディックウォーキングを通して、健
康増進の一助を図るとともに、名護岳周辺の草花等を楽し
みます。

中学生以上 ７00円/人 初心者コース、経験者コ
ースを設定

名護青少年の家
TEL:0980-52-2076 https://www.opnyc.jp/イベント詳細/

3

5/18(土)～19(日)、
11/16(土)～17(日)、

12/14(土)～15(日)
ファミリーキャンプⅠ～Ⅲ 糸満青少年の家 糸満青少年の家

家族でキャンプを行い、自然の中でキャンプを行う楽しさ
を知るイベントです。 親子

親2,500円、
子供2,000円 定員8組程度

糸満青少年の家
TEL:098-994-6342 www.j-ikusei.jp/itoman/

4 5/25(土) 沖縄県植樹祭

沖縄県、
豊見城市、
(公社)沖縄県緑化推進委員
会

豊見城市
ゆたか小学校

式典行事として、緑の少年団の大会宣言、次期開催地への
苗木の贈呈式等を行います。
また、参加者全員による苗木の植樹作業があります。
お帰りの際は、参加者へ苗木の無料配布を行います。

一般県民 無料 植樹作業を行うため作業
着等で

沖縄県環境部環境再生課
TEL:098-866-2064
FAX:098-866-2497

http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/
saisei/index.html

5 5/25(土)
平成31年度 自然とふれあう親と
子のつどい
「ホタルウォッチング」

うるま市教育委員会 県立石川青少年の家 ホタルの生態環境等との関わりを親子で観察し、自然とふ
れあいます。

うるま市内在住の小
学生以上の親子

100円/人
(保険料・資料代)

要事前申込
定員60名

うるま市教育委員会
生涯学習スポーツ振興課　
TEL:098-989-3110

6 6/1(土) ナイトウォーク＆ウォッチング 石垣青少年の家 石垣青少年の家周辺林
ナイトウォークしながら、森に棲む夜の小動物の生活の仕
方を学び、動植物との関わりを学びます。 一般市民 150円 定員15名

石垣青少年の家
TEL:098082-7301 ishigaki-yh@beach.ocn.ne.jp

7 6/1(土) ホタルウォッチング 石川青少年の家 石川青少年の家
ホタルに関する講話及び観察を通して、環境への関心を深
めます。 家族 500円 定員45名

石川青少年の家
TEL:098-964-3263 http://unai-sc.net

8 6/2(日)、10/27(日) 星空観察
「夏・秋の星座」 糸満青少年の家 糸満青少年の家 夜空に輝く星座を観察し、宇宙への好奇心を養います。 親子 500円 定員20名程度

糸満青少年の家
TEL:098-994-6342 www.j-ikusei.jp/itoman/

9 7/6(土)～7/7(日)
親子ふれあいキャンプ②
「カヌー体験」 名護青少年の家

名護青少年の家
東村ヒルギ公園

マングローブでのカヌー体験や、潮間帯の生物観察を行う
と共に、キャンプを通して家族のふれ合いを図ります。

親子
(3歳以上)

大人5,000円、
小人4,000円

要事前申込
定員30名

名護青少年の家
TEL:0980-52-2076 https://www.opnyc.jp/イベント詳細/

10 7/13(土)～14(日) 親子キャンプ 石川青少年の家 石川青少年の家 家族でダッチオーブン料理に挑戦します。
野外活動を通して、親子のふれあいを図ります。

家族
大人2,000円、
子供1,500円
(キャンセル料あり)

定員20名 石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://unai-sc.net

11 7/25(木)～28(日) 無人島アグレッシブキャンプⅠ・Ⅱ 糸満青少年の家 無人島(恩納村ヨウ島) 非日常の無人島での生活を通して、生きる力を育み、仲間
の大切さを知るイベントです。

小学4年生～中学3年
生

15,000円
定員12名
4/30(火休)～5/3(金祝)に
も実施

糸満青少年の家
TEL:098-994-6342 www.j-ikusei.jp/itoman/

12 7/28(日) マリンレジャー体験学習 石川青少年の家 うるま市
海中道路パーク

海洋スポーツの楽しさを知り、自然環境への関心、先人の
偉大さに気づかせるイベントです。。

親子 3,000円 定員20名 石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://unai-sc.net

13 8/3(土) 手作り工作 石川青少年の家 石川青少年の家 手作りの楽しさを味わい、親子のふれあいを深めます。 家族 1,000円 定員15名 石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://unai-sc.net

14 8/11(日祝)
予定

(仮称)
山の日まつり

沖縄県
環境再生課
（実施委託：地域環境セン
ター）

(予定)
糸満市
沖縄県平和創造の森公園

祝日山の日に自然散策、植物を使った物作りやゲーム等の
体験コーナーなど、イベントブースを設置し、親子で楽し
める企画を予定しています。

一般県民 体験参加等
無料の予定

自然散策参加者は長袖、
よごれてもよい靴等で

沖縄県環境部環境再生課
TEL:098-866-2064
FAX:098-866-2497

http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/
saisei/index.html

15 8/16(金)～18(日) 子どもアドベンチャー 石川青少年の家 うるま市内
石川青少年の家

諸活動の体験を通して、粘り強さや環境への関心、先人の
偉大さに気づかせるイベントです。

小学4～6年生
8,000円
(キャンセル料あり)

定員20名
石川青少年の家
TEL:098-964-3263 http://unai-sc.net

16 8/24(土)～25(日) 夏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
要事前申込
定員30名

宮古青少年の家
TEL:0980-72-8883 www.miyako-banzu.com

17 9/29(日) ノルディックウォーキング講座② 名護青少年の家 名護岳
トレッキング及びノルディックウォーキングを通して、健
康増進の一助を図るとともに、名護岳周辺の草花等を楽し
みます。

中学生以上 700円/人 初心者コース、経験者コ
ースを設定

名護青少年の家
TEL:0980-52-2076 https://www.opnyc.jp/イベント詳細/

18 10/5(土)
畑で旬を体感しよう
(作物植え付け体験・食育) 宮古青少年の家 宮古青少年の家

親子で旬の野菜栽培をとおして親子の絆を深め、野菜固有
の味の魅力を共有し体感します。

一般
親子 2,000円/家族

要事前申込
定員30名

宮古青少年の家
TEL:0980-72-8883 www.miyako-banzu.com

19 10/27(日)
やんばる自然教室
「名護岳登山」 名護青少年の家 名護岳

名護岳の自然観察をしながら、自然環境の保全と登山コー
ス・ハイキングコースの紹介を行います。 一般 1,000円/人 歩きやすい服装で

名護青少年の家
TEL:0980-52-2076 https://www.opnyc.jp/イベント詳細/

20 11/10(日) 潮干狩り体験教室partⅡ 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15名程度
糸満青少年の家
TEL:098-994-6342 www.j-ikusei.jp/itoman/

21 12/14(土)・15(日) 第43回全国育樹祭 沖縄県
（公社）国土緑化推進機構

糸満市
沖縄県平和創造の森公園、
宜野湾市
沖縄コンベンションセンタ
ー

皇族殿下の御臨席を仰ぎ、天皇陛下がお手植えされた樹木
へ施肥等をするお手入れ行事を糸満市で、緑化等功労者の
表彰や皇族殿下のお言葉、アトラクションを行う式典行事
を宜野湾市で行います。

一般 無料
詳細はHP参照
※公募するのは宜野湾市
で行われる式典行事。

沖縄県全国育樹祭推進室
TEL:098-866-2204

https://www.43-ikujusai.okinawa/

22 2/1(土)
畑で旬を体感しよう
(収獲体験・食育) 宮古青少年の家 宮古青少年の家

親子で旬の野菜栽培をとおして親子の絆を深め、野菜固有
の味の魅力を共有し体感します。

一般
親子 2,000円/家族

宮古青少年の家
TEL:0980-72-8883 www.miyako-banzu.com

23 2/2(日) イザリ漁体験教室 糸満青少年の家 北名城ビーチ(予定) 昔ながらの漁、イザリ漁を体験し、海の生物と海の恵みに
ついて知るイベントです。」

親子 500円 定員20名程度 糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman/
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