
令和元(2019)年度「自然に親しむ運動」期間外　実施行事一覧(8/21以降）

都道
府県

期日
行事名

主催者 開催場所　　　　　　　　 国立公園等 行事概要
「山」と
関わりの
有無

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

鳥
取
県

1 8/25(日) シャワークライミング in 諸鹿渓谷 氷ノ山自然ふれあい館響の森 鳥取県八頭郡若桜町
諸鹿渓谷

氷ノ山後山那岐山国定公園 沢で滝登り、スライダー等を楽しみます。 〇 小学4年生以上
大人3,500円、
小人2,500円

(用具レンタル料込)

要事前申込
定員15名

氷ノ山自然ふれあい館響の森
TEL:0858-82-1620

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

2 9/1(日) 沢登り in くそぎ谷 氷ノ山自然ふれあい館響の森 鳥取県八頭郡若桜町
くそぎ谷

氷ノ山後山那岐山国定公園 高さ50mから流れ落ちる、壮大な三段の滝を目指します。 〇 高校生以上
4,500円

(用具レンタル料込)
要事前申込
定員12名

氷ノ山自然ふれあい館響の森
TEL:0858-82-1620

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

島
根
県

1 8/21(水)～8/25(日) 巨大ザリガニハンターは誰だ?！ 宍道湖自然館ゴビウス 宍道湖自然館ゴビウス アメリカザリガニを捕まえて、ゴビウスへ持って行こう！ どなたでも 入館料
宍道湖自然館ゴビウス
TEL:0853-63-7100 http://www.gobius.jp/

2 8/21(水)～9/2(月) 夏の企画展
「虫採り道具のひみつ」

ホシザキグリーン財団 宍道湖グリーンパーク
虫採り道具のひみつは、昆虫のおもしろさ。
採集道具を紹介します。

どなたでも 無料
宍道湖グリーンパーク
TEL:0853-63-0787

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

3 8/21(水)～9/23(月祝)
夏の特別展　危険生物展
「知らんとやばぁいおぞげな生きもん
たち」

宍道湖自然館ゴビウス 宍道湖自然館ゴビウス 島根の身近な自然で出合うかもしれない、危険生物をテーマにした
特別展を開催します。

どなたでも 入館料
宍道湖自然館ゴビウス
TEL:0853-63-7100

http://www.gobius.jp/

4 8/21(水)～9/29(日) ボーっと眺めたら叱られる！
今こそ知りたい月のなぞ

島根県立三瓶自然館 島根県立三瓶自然館 大山隠岐国立公園
月に関する科学や月探査などを紹介する企画展。
アポロ15号が持ち帰った、月の石などを展示します。 一般

大人1,000円、
小・中・高生200円

島根県立三瓶自然館
TEL:0854-86-0500

http://nature-sanbe.jp/sahimel/

岡
山
県

1 8/21(水)～23(金) 夏休みこどもキャンプ 倉敷市少年自然の家 倉敷市少年自然の家 瀬戸内海国立公園
夏の自然の中で、すみか作りや昆虫採集、野外炊事などの野外活動
を体験します。

○ 小学5年生～中学3年生 6,000円
要事前申込
定員80名

倉敷市少年自然の家
TEL:086-477-5100

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/22617.htm

2 11/9(土)～10(日) 家族で秋の思い出づくり 倉敷市少年自然の家 倉敷市少年自然の家 瀬戸内海国立公園
秋の野山にハイキングに出かけ、植物や動物、昆虫などにふれた
り、ネイチャーゲームを楽しみます。

○ 小中学生とその保護者
大人4,000円、
小人3,300円

要事前申込
定員100名

倉敷市少年自然の家
TEL:086-477-5100

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/22618.htm

広
島
県

1 8/25(日) アウトドア料理教室 国民宿舎野呂高原ロッジ 広島県呉市川尻町
野呂山キャンプ場

野呂山自然公園 キャンプ場内にある窯やドラム缶をつかった、簡単ピザ作りを行い
ます。

○ 一般 1,500円
要事前申込：3日前迄に
持ち物：軍手、エプロン
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 8/20(火)～23(金) 夏のわんぱく村 周南市大田原自然の家 周南市大田原自然の家
山口大学トムソーヤーズの企画したキャンプを楽しもう！
野外料理、川遊び、キャンプファイヤー等を行います。

○ 小学生 9,500円 定員60名
周南市大田原自然の家
TEL:0834-89-0461 http//www.furepaku.com

2 8/23(金) 星空探偵団 由宇青少年自然の家
岩国市由宇町字深山2273-2
由宇青少年自然の家

銭壺山の山頂近くに位置する由宇青少年自然の家で、星空を観測
し、自然に親しみます。

○ 一般 120円
定員20名
持ち物：懐中電灯、筆記用具

山口県由宇青少年自然の家
TEL:0827-63-1513

http//www.furepaku.com

3 8/31(土)
山口湾カブトガニ幼生生息調査・カブ
トガニ観察会

椹野川河口域・干潟自然再生協
議会

山口市秋穂二島 山口湾におけるカブトガニの生息調査と、観察会を行います。
①生息調査：中学生以上
②観察会：小学生以下は保護
者同伴

①定員40名

②定員30名
持ち物：汚れても良い服装、
長めの長靴、リュックサッ
ク、帽子、タオル、飲み物

椹野川河口域・干潟自然再生協議会事
務局
TE:083-933-3060

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15600/ryuuiki/
fushino/home.html

4 8/31(土)～9/1(日) もぎたてトマトでピザづくり
(公財)山口県ひとづくり財団
(山口県十種ヶ峰青少年自然の家
指定管理)

山口市阿東嘉年下1883-2
山口県十種ヶ峰青少年自然の
家

大自然の中で、収穫したトマトでピザを作って食べながら、地域の
人々との交流や連携を深めます。

家族、
一般

有
26才以上800円、19才以上
25才以下750円、19才未満

700円、3才未満300円

各回定員30名
持ち物：雨具、水筒またはペ
ットボトル、ビニール袋(トマ
ト入れ用)、タオル、リュック
サック、健康保険証

山口県十種ヶ峰青少年自然の家(担当：
三賀森 敏幸) 
TEL:083-958-0033

http://www.c-able.ne.jp/~seed-10/pdf/syusai/
2019nenkan.pdf

5 10/19(土)～20(日) 十種ヶ峰ジュニアチャレンジⅠ
(公財)山口県ひとづくり財団
(山口県十種ヶ峰青少年自然の家
指定管理)

山口市阿東嘉年下1883-2
山口県十種ヶ峰青少年自然の
家

大自然の中をマウンテンバイクで移動し、テントを立てたり、野外
炊事をしたりして、仲間との交流を深めます。　 ○ 小学5～6年生 有

1,500円

定員20名
持ち物：合羽、水筒またはペ
ットボトル、タオル、リュッ
クサック、健康保険証

山口県十種ヶ峰青少年自然の家(担当：
末廣 俊夫)
TEL:083-958-0033

http://www.c-able.ne.jp/~seed-10/pdf/syusai/
2019nenkan.pdf

6 11/2(土)
食欲の秋！
とりたて野菜で「力鍋」

(公財)山口県ひとづくり財団
(山口県十種ヶ峰青少年自然の家
指定管理)

山口市阿東嘉年下1883-2
山口県十種ヶ峰青少年自然の
家

地元の農家で収穫した野菜で、地域の人々と共に鍋を作り、味わう
ことで、自然や地域の人々との交流を深めます。

年中児～小学2年生とその家
族

有
大人1,000円、子ども900円

定員20名
持ち物：雨具、水筒またはペ
ットボトル、ビニール袋(野菜
入れ用)、タオル、リュックサ
ック、健康保険証

山口県十種ヶ峰青少年自然の家(担当：
山本 和宏)
TEL:083-958-0033

http://www.c-able.ne.jp/~seed-10/pdf/syusai/
2019nenkan.pdf

7 11/9(土)予定 ビオトープ整備 周東里山の会
岩国市周東町用田
丸太村隣接山林里山フィール
ドいやしの森

荒廃した湿地帯を整備することにより環境整備が図られ、従来いた
動植物が生息できる環境づくりを行います。
地域住民等の憩いの場と環境学習の場とします。

○ 500円
定員30名
持ち物：作業のできる服装、
長靴が理想

周東総合支所農林建設課
TEL:0827-84-1117 http://shuto-satoyama.com/

8 3/14(土)予定
里山体験交流活動
環境学習・水生動植物観察

周東里山の会
岩国市周東町用田
丸太村隣接山林里山フィール
ドいやしの森

荒廃した湿地帯を整備することにより環境整備が図られ、従来いた
動植物が生息できる環境づくりを行います。
地域住民等の憩いの場と環境学習の場とします。

○ 500円
定員30名
持ち物：作業のできる服装、
長靴が理想

周東総合支所農林建設課
TEL:0827-84-1117

http://shuto-satoyama.com/

1 8/21(水)～8/26(月) まちかど生き物標本展 香川県 飯山総合学習センター
香川の豊かな自然とその保全について考えるきっかけづくりとし
て、身近に生息する「水辺」、「草原」、「森林」の生き物の標本
展を開催します。

一般 無料
香川県みどり保全課　
TEL:087-832-3212

http://sanukimannoupark.jp/

2 通年の土・日・祝日 自然生態園ガイドウォーク 国営讃岐まんのう公園
香川県仲多度郡まんのう町吉
野4243-12
国営讃岐まんのう公園

国営讃岐まんのう公園
自然生態園をインタープリターと一緒に楽しく散策するガイドツア
ー！

一般
無料

(別途、入園料・駐車料)

開催10:30～12:00、13:30～
15:00
当日受付
定員各回30名

自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannoupark.jp/
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香
川
県

3
①8/29(木)～9/7(土)、
②10/3(木)～10/20(日)

まちかど生き物標本展 香川県
①善通寺市美術館
②香川県立文書館

香川の豊かな自然とその保全について考えるきっかけづくりとし
て、身近に生息する「水辺」、「草原」、「森林」の生き物の標本
展を開催します。
日曜日には、昆虫の生態や形の面白さを紹介する「むしむしクイ
ズ」を開催します。

一般 無料
香川県みどり保全課　
TEL:087-832-3212

4 8/31(土) さぬきの森ガイドウォーク 国営讃岐まんのう公園
香川県仲多度郡まんのう町吉
野4243-12
国営讃岐まんのう公園

国営讃岐まんのう公園 さぬきの森をインタープリターと一緒に楽しく散策するガイドツア
ー！

一般
無料

(別途、入園料・駐車料)

開催10:30～12:00、13:30～
15:00
当日受付
定員各回20名

自然生態園
TEL:0877-79-1807 https://sanukimannoupark.jp/

5 10/6(日) フィールド講座
「秋の川の生き物観察会」

香川県 公渕森林公園 子どもたちが生き物を実感できる機会として、川の生き物を観察で
きる講座を開催します。

一般 無料
香川県みどり保全課　
TEL:087-832-3212

愛
媛
県

1 8/21(水)～9/1(日) 森に親しむ博物館 愛媛県総合科学博物館 坂の上ミュージアム
精巧な植物レプリカを用いて、4県下に分布する貴重な植物を紹介
するとともに、愛媛県で見られなくなった昆虫の標本などを展示し
ます。

○ 一般 無料 ※8/10(土)から開催
学芸課(担当：川又)
TEL:0897-40-4100 https://www.i-kahaku.jp/learn/index.html#sanka

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

愛媛県東温市
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。

乳幼児(0～3歳)とその保護者 無料

定員30名程度

詳細はHP参照
協力：NPO法人自然環境教育
えことのは

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

愛媛県東温市
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。

乳幼児(0～3歳)とその保護者 無料

定員30名程度
詳細はHP参照
協力：NPO法人自然環境教育
えことのは

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 11/16(土)
自然観察会
「中山川で川遊び」

愛媛県立衛生環境研究所生物多
様性センター 今治市

森林の生きもの散策と、散策途中で拾った木の実を使ってクリスマ
スリースを作ります。 小学生とその保護者 無料

要事前申込
定員25名程度
詳細はHP参照

生物多様性センター
TEL:089-931-8757(代)

http://www.pref.ehime.jp/h25115/biodiversity

5 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 愛媛県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。

乳幼児(0～3歳)とその保護者 無料

定員30名程度

詳細はHP参照
協力：NPO法人自然環境教育
えことのは

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

6 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

愛媛県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。

乳幼児(0～3歳)とその保護者 無料

定員30名程度
詳細はHP参照
協力：NPO法人自然環境教育
えことのは

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
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