
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

群
馬
県

1 8/21(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

群馬県嬬恋村 上信越高原国立公園 鹿沢園地内を早朝に散歩しながら、自然観察します。 　 一般 無料 ※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/

2 8/21(水)～30(金) 池の平ハイキング
鹿沢インフォメーションセンタ
ー

群馬県嬬恋村 上信越高原国立公園 池の平湿原の花を観察しながら、ハイキングします。 ○ 一般 500円 ※8/19(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/

3 8/21(水)～9/1(日)
第60回企画展
「同居いきもの図鑑」

群馬県立自然史博物館 群馬県富岡市上黒岩1674-1
群馬県立自然史博物館

私たちとともに暮らす「キモカワ」の生きものたちを、実物や拡大
模型で紹介します。

一般
一般720円、

高校生・大学生410円、
中学生以下無料

※7/13(土)から開催
ぐんま昆虫の森 総務係 高橋
TEL:0277-74-6441 http://www.giw.pref.gunma.jp/

4 8/25(日)
企画展講演会「生き物たちとの付き合
い方～外来種リスク・感染症リスクを
知る～」

群馬県立自然史博物館
群馬県富岡市上黒岩1674-1
群馬県立自然史博物館

国立環境研究所の五箇氏を講師に、生物との付き合い方をわかりや
すく紹介します。

大人向け 無料 定員100名 群馬県立自然史博物館
TEL:0274-60-1200

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

5 8/30(金)
「尾瀬の日」を「もっと尾瀬を知る日
に」
～尾瀬の変化～

(公財)尾瀬保護財団
群馬県片品村
山の鼻ビジターセンター

尾瀬国立公園
尾瀬の今と昔の変化を紹介する観察会を行います。
夜には対談形式で、さらに深く解説します。

一般 無料
内容変更の可能性あり
詳細はHP参照

(公財)尾瀬保護財団
TEL:027-220-4431

https://www.oze-fnd.or.jp/

6 9/1(日) キノコの観察会 桐生市 桐生自然観察の森
野外のキノコを採取しながら観察し、講師による種類等の解説を受
けます。

一般 無料 定員20名
桐生自然観察の森
TEL:0277-65-6901

http://www.city.kiryu.lg.jp/forest/index.html

7 9/9(月)～11/8(金) 紅葉ガイドウォーク
鹿沢インフォメーションセンタ
ー

群馬県嬬恋村 上信越高原国立公園 紅葉に染まった園地近郊の、里山や滝を歩きます。 ○ 一般 500円
鹿沢インフォメーションセンター
TEL:0279-80-9119 http://www.kazawa.jp/

8 9/14(土)
第6回 森林学習センター 
森林観察会

森林学習センター 群馬憩の森
森林学習センター

花の構造と、受粉のメカニズム(花の構造と受粉の不思議)について
解説します。

一般 無料
森林学習センター
TEL:0279-72-3220 https://www.pref.gunma.jp/01/e6100001.html

9 9/14(土) 令和元年の尾瀬で観る中秋の名月と今
年最小の満月

(公財)尾瀬保護財団 群馬県片品村
山の鼻ビジターセンター

尾瀬国立公園 月の解説を聞きながら、望遠鏡を使って月を観察します。 尾瀬山ノ鼻地区宿泊者 無料 詳細はHP参照
(公財)尾瀬保護財団
TEL:027-220-4431

https://www.oze-fnd.or.jp/

10 9/21(土)
尾瀬の成り立ち
～尾瀬はどうしてできたのか～

(公財)尾瀬保護財団
群馬県片品村
山の鼻ビジターセンター

尾瀬国立公園
尾瀬はどうしてできたのか、地質の専門家から解説していただきま
す。

尾瀬山ノ鼻地区宿泊者 無料
内容変更の可能性あり
詳細はHP参照

(公財)尾瀬保護財団

TEL:027-220-4431
https://www.oze-fnd.or.jp/

11 9/22(日) タカが飛ぶのを見に行こう 万座しぜん情報館 群馬県嬬恋村 上信越高原国立公園 渡り中のノスリを峠から観察し、鳥の生態を学びます。 ○ 一般 1,200円
鹿沢インフォメーションセンター
TEL:0279-80-9119

http://www.kazawa.jp/

12 10/13(日) 野生動物探索ウォーク 万座しぜん情報館 群馬県嬬恋村 上信越高原国立公園
森に仕掛けられた、センサーカメラに写った野生動物を観察し、動
物との関係を学びます。

○ 一般 1,400円
鹿沢インフォメーションセンター
TEL:0279-80-9119

http://www.kazawa.jp/

13 12/22(日) 薪ストーブの達人になろう 万座しぜん情報館 群馬県嬬恋村 上信越高原国立公園 樹木の見分け方、薪割り上達術、火を焚くコツを学びます。 一般 1,400円
鹿沢インフォメーションセンター
TEL:0279-80-9119 http://www.kazawa.jp/

14 1/12(日)、2/9(日)、3/15(日) レッツパウダースノーシュー 万座しぜん情報館 群馬県嬬恋村 上信越高原国立公園 雪に覆われた園地内の森の中を、スノーシューで歩きます。 ○ 一般 1,400円
鹿沢インフォメーションセンター
TEL:0279-80-9119

http://www.kazawa.jp/

15 2/1(土)～29(土)の土曜日 スノーシューハイキング 鹿沢インフォメーションセンタ
ー

群馬県嬬恋村 上信越高原国立公園 雪に覆われた園地近郊の里山を、スノーシューで歩きます。 ○ 一般 500円
鹿沢インフォメーションセンター
TEL:0279-80-9119

http://www.kazawa.jp/

新
潟
県

1 9/1(日)
第4回(秋)
ブラックバス駆除釣り大会

見附市
新潟県見附市
大平森林公園

釣り愛好家大集合！
4.3haの大平堤で、ブラックバス釣りを楽しもう！

一般 1,500円
大平森林公園
TEL:0258-62-4217

http://www.sasahara-con.co.jp/ohhira/ohhira.html

2 9/8(日)
第5回
ヘラブナ釣り大会

見附市
新潟県見附市
大平森林公園

釣り愛好家大集合！
4.3haの大平堤で、ヘラブナ釣りを楽しもう！

一般 1,500円
大平森林公園
TEL:0258-62-4217

http://www.sasahara-con.co.jp/ohhira/ohhira.html

3 9月下旬～10月上旬のうち1日 小松原湿原トレッキング(秋) (一社)十日町市観光協会 新潟県十日町市 新潟県自然環境保全地域
苗場山の麓、標高1,350～1,600ｍに広がる湿原を歩く、往復6時間半の健
脚コースです。
自然観察員ガイド付き。

一般 6,000円 詳細はHP参照
(一社)十日町市観光協会中里事務所
TEL:025-763-3168

http://www.tokamachishikankou.jp/

4 10/20(日) 秋の音楽祭 見附市
新潟県見附市
大平森林公園

紅葉色づく自然に抱かれながら、音楽を楽しもう！ 一般
大平森林公園
TEL:0258-62-4217

http://www.sasahara-con.co.jp/ohhira/ohhira.html

1 8/21(水)～8/31(土) 鴨池たんぼ道 加賀市鴨池観察館 片野鴨池 越前加賀海岸国定公園 観察館正面、たんぼのまわりをレンジャーと一緒に歩きます。 どなたでも 入館料のみ ※4/27(土)から開催
加賀市鴨池観察館
TEL:0761-72-2200

https://kamoike.kagashi-ss.com/

2 8/21(水)～9/8(日)
企画展
「七尾の森～豊かな里山から里海へ
～」

のと里山里海ミュージアム のと里山里海ミュージアム 七尾の里山の特徴を、歴史や環境を切り口にして紹介します。 〇 一般 無料 ※6/29(土)から開催
のと里山里海ミュージアム
TEL:0767-57-5100

https://noto-museum.jp

3 8/21(水)～9/8(日) クイズラリー
「里山の虫を探そう！」

のと里山里海ミュージアム のと里山里海ミュージアム 里山に生息する虫に関するクイズを解きながら、生態を学びます。 〇 小学生 無料 ※6/29(土)から開催
のと里山里海ミュージアム
TEL:0767-57-5100

https://noto-museum.jp

4 8～11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

石川県白山市
市ノ瀬ビジターセンター

白山国立公園 白山自然ガイドボランティアや職員が観察路を案内し、市ノ瀬の自
然について解説します。

○ どなたでも 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
※5月から開催

市ノ瀬ビジターセンター
TEL:076-259-2504

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

5 8～11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

石川県白山市
石川県白山自然保護センター
中宮展示館

白山国立公園
白山自然ガイドボランティアや職員が観察路を案内し、中宮の自然
について解説します。

○ どなたでも 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
※7月から開催

石川県白山自然保護センター中宮展示
館
TEL:076-256-7111

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

6 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、
NPO法人環白山保護利用管理協
会

石川県白山市
白山室堂

白山国立公園
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。

○ 小学生以上
(小学生は保護者同伴)

4,500円/人 要事前申込
定員50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

7 8/25(日) ヒシの実染め 加賀市鴨池観察館 片野鴨池 越前加賀海岸国定公園
鴨池に大量に生えるヒシの実を茹でると、きれいな染色液になりま
す。
みんなで染めて、世界に一つのハンカチを作りましょう。

どなたでも 入館料のみ
加賀市鴨池観察館
TEL:0761-72-2200

https://kamoike.kagashi-ss.com/

8 8/25(日) 親子木工品づくり体験 石川県森林公園
石川県森林公園インフォメー
ションセンター

木工について、基本的な技術を学び、簡単な木工品作りに挑戦しま
す。

〇 小学生以上の親子 500円 定員10名
石川県森林公園インフォメーションセ
ンター
TEL:076-288-6449

http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/event/index.html
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石
川
県

9 9/7(土)・8(日)
白山外来植物除去作業
オオバコの茎ですもう勝負 in 南竜ヶ
馬場

石川県白山自然保護センター、
NPO法人環白山保護利用管理協
会

石川県白山市
南竜ヶ馬場 白山国立公園

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。 ○

小学生以上
(小学生は保護者同伴)

4,500円/人
要事前申込
定員50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

10 9/7(土) 原っぱ散策と青空ヨガ教室 橋立自然公園
石川県加賀市
橋立自然公園管理棟

園路ピクニック広場を散策してから、広場にてヨガ教室を行いま
す。

子供、
親子、
大人

500円
定員あり
詳細はHP参照

橋立自然公園管理棟
TEL:0761-72-1103

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

11 9/14(土)
「夕日寺里山楽習塾」
里山歳時記・中秋の名月(十六夜)鑑賞
会

(公社)いしかわ環境パートナー
シップ県民会議

夕日寺健民自然園
自然園の特設「向月台」でお月見飾り、手作りお月見団子を味わい
ましょう。

子供、
親子、
大人

有料
(申込時に確認を)

開催18:00～20:00
定員30名
歩きやすい服装

夕日寺健民自然園
TEL&FAX:076-251-7554

www.yuhidera.jp
E-mail:yuhidera＠bz03.plala.or.ip

12 9/15(日) 秋の昆虫観察会 石川県森林公園
石川県森林公園インフォメー
ションセンター

秋は多くの昆虫たちが成虫となり、個性的な姿を見せてくれます。
多様な生き物の世界を見ましょう。
雨天の場合、翌日に延期します。

○ 5歳以上の親子 無料 定員なし
石川県森林公園インフォメーションセ
ンター
TEL:076-288-6449

http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/event/index.html

13 9/29(日)
鴨池たんぼクラブ
「稲刈りしよっさ！」

加賀市鴨池観察館 片野鴨池 越前加賀海岸国定公園
鴨池で300年続いてきたたんぼで、今年も稲刈りの季節です。
頑張って稲刈りして、はさにかけます。

どなたでも 入館料のみ
加賀市鴨池観察館
TEL:0761-72-2200 https://kamoike.kagashi-ss.com/

14 9/29(日)
「夕日寺里山楽習塾」
竹のおもちゃ作りを楽しむ

(公社)いしかわ環境パートナー
シップ県民会議

夕日寺健民自然園
繁茂しているモウソウチクなどの竹を使って、おもちゃなどの竹細
工の楽しさを知ろう。

子供、
親子、
大人

有料
(申込時に確認を)

開催10:00～12:00
定員30名
歩きやすい服装

夕日寺健民自然園
TEL&FAX:076-251-7554

www.yuhidera.jp
E-mail:yuhidera＠bz03.plala.or.ip

15 10/12(土)
鴨池たんぼクラブ
「脱穀しよっさ！」

加賀市鴨池観察館 片野鴨池 越前加賀海岸国定公園 前回で稲刈りしたイネから、お米を取り出します。 どなたでも 入館料のみ
加賀市鴨池観察館
TEL:0761-72-2200

https://kamoike.kagashi-ss.com/

16 10/12(土)～20(日)
楽しもう！白山麓days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

石川県白山市
石川県白山自然保護センター
中宮展示館

白山国立公園
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。

○ どなたでも 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

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

17 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。 小学生の親子 300円/人

白山ろくテーマパーク公園センター
TEL:076-272-3637

http://hakusanpark.com/

18 10/14(月祝) きのこ観察会2 石川県森林公園
石川県森林公園インフォメー
ションセンター

専門家指導のもと、森林公園内に発生する菌類の観察、採集から種
の判定とその方法を学びます。

○ 小学生以上 無料 定員40名
石川県森林公園インフォメーションセ
ンター
TEL:076-288-6449

http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/event/index.html

19 10/19(土) 木の実ウォーク
(自然観察散策) 橋立自然公園

石川県加賀市
橋立自然公園管理棟

園路を散策しながら、木の実を集めます。
いろいろな種類の木の実をたくさん集めましょう。

子供、
親子、
大人

無料
定員あり
詳細はHP参照

橋立自然公園管理棟
TEL:0761-72-1103

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

20 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、
白山手取川ジオパーク推進協議
会

石川県白山市河原山
手取川河川敷

河原にある様々な石を観察したり、石のでき方などについて学んだ
りします。

○ 小学生以上
(小学生は保護者同伴)

200円/人
要事前申込：1か月前から受
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

21 11/9(土)
紅葉ウォーク
(自然観察散策)

橋立自然公園 石川県加賀市
橋立自然公園管理棟

園内の木々を観察し、自然について学び触れ合いながら散策し、秋
の一日を楽しみましょう。

子供、
親子、
大人

無料
定員あり
詳細はHP参照

橋立自然公園管理棟
TEL:0761-72-1103

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

22 11/17(日)
県民白山講座
謎解き白山
「白山の自然の不思議」

石川県白山自然保護センター、
白山ユネスコエコパーク協議
会、
白山手取川ジオパーク推進協議
会

白山市民交流センター 白山国立公園
白山の様々な不思議について、その謎を解き明かしながら、分かり
やすく解説します。

○ 一般 無料

開催13:30～15:30
申込不要
定員60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

23 11/17(日)
鴨池工作教室
「消しゴムはんこ・秋」

加賀市鴨池観察館 片野鴨池 越前加賀海岸国定公園 鴨池の秋の風景を、消しゴムはんこで作ります。 小学4年生以上 入館料のみ
加賀市鴨池観察館
TEL:0761-72-2200

https://kamoike.kagashi-ss.com/

24 11/24(日)
鴨池たんぼクラブ
「お餅つこっさ！」

加賀市鴨池観察館 片野鴨池 越前加賀海岸国定公園 イネからとれたお米で、お餅をつきます。 どなたでも 入館料のみ
加賀市鴨池観察館
TEL:0761-72-2200

https://kamoike.kagashi-ss.com/

25 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
吉岡園地周辺

公園近くの里山に入り、なだらかな尾根(枯野)をのんびり歩きま
す。

○
小学3年生以上

(小学生は保護者同伴)
大人1,500円、
高校生以下1,000円

白山ろくテーマパーク公園センター
TEL:076-272-3637

http://hakusanpark.com/

26
12月～4月

(積雪時のみ)
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 石川県白山市

ブナオ山観察舎
白山国立公園 雪のブナオ山観察舎周辺をかんじきを履いて散策し、動物の足跡や

植物の冬芽などを観察します。
○ どなたでも 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

27 12/8(日)
鴨池たんぼクラブ
「正月飾りつくろっさ！」

加賀市鴨池観察館 片野鴨池 越前加賀海岸国定公園 お米をとって余った藁で、正月飾りを作ります。
きれいに作れば、クリスマスリースにもなります。

どなたでも 入館料のみ 加賀市鴨池観察館
TEL:0761-72-2200 https://kamoike.kagashi-ss.com/

28
12/21(土)・22(日)、

1/4(土)・5(日)
ガンの飛び立ちを見よう 加賀市鴨池観察館 片野鴨池 越前加賀海岸国定公園 鴨池に来るガンたちは日中、鴨池にいません。

早朝に一斉に飛び立っていく様子を、観察しましょう。
どなたでも 入館料のみ 加賀市鴨池観察館

TEL:0761-72-2200 https://kamoike.kagashi-ss.com/

29 1/4(土)～13(月祝)
楽しもう！白山麓days冬のブナオ　か
んじきdays

石川県白山自然保護センター
石川県白山市
石川県白山自然保護センター
ブナオ山観察舎

白山国立公園
雪の積もったブナオ山観察舎周辺を散策したり、クラフトを作った
りします。

○ どなたでも 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

30 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
「動物観察と狩猟話」

石川県白山自然保護センター、
白山ふもと会

石川県白山市
ブナオ山観察舎
白山ふもと会

白山国立公園
白山麓で実際に猟をされている方の話を聞き、山道で動物の痕跡を
探したりします。
昼食には、ジビエ料理を体験します。

○
小学生以上

(小学生は保護者同伴)
大人4,000円、
小・中学生3,000円

要事前申込：1か月前から受
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

31
2/22(土)・23(日祝)・

29(土)、
3/1(日)

ガンのねぐら入りを見よう 加賀市鴨池観察館 片野鴨池 越前加賀海岸国定公園
日中外にいたガンが、鴨池に帰ってくるところを見ます。
なだれ込んでくる姿は圧巻です。

どなたでも 入館料のみ
加賀市鴨池観察館
TEL:0761-72-2200

https://kamoike.kagashi-ss.com/

1 9/7(土)
里山観察ウォーク
柳ヶ瀬山と玄蕃尾城の自然と歴史

福井県自然保護センター 福井県自然保護センター
続日本100名城に選定された、国指定史跡「玄蕃尾城跡」に登り、
柳ヶ瀬山の初秋の自然を体感します。

○
どなたでも
(中学生以下は保護者同伴)

50円
要事前申込：8/7～9/4受付
定員30名(先着)

福井県自然保護センター
TEL:0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
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福
井
県

2 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楽しむこと
ができます。

どなたでも
(中学生以下は保護者同伴)

無料 詳細はHP参照
福井県自然保護センター
TEL:0779-67-1655

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

3 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

月、木星、土星を中心として、秋の天体を観望します。
どなたでも
(中学生以下は保護者同伴)

無料 詳細はHP参照
福井県自然保護センター
TEL:0779-67-1655

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

4 9/22(日)予定 フットパス(仮称) 南越前町環境パートナーシップ
会議

福井県南越前町 河野地係
馬借　街道

南越前町の風景を楽しみながら歩くことにより、豊かな自然を守る
意識を醸成します。

○ 福井県民 無料 定員30名(予定) 南越前町建設整備課
TEL:0778-47-8003

5 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

プラネタリウム、望遠鏡、野外とフルコースで、解説を聞きながら
六呂師高原の美しい星空を楽しむことができます。

小学校4年生以上
(中学生以下は保護者同伴)

無料
要事前申込：9/25～10/23受付
定員40名(先着)

福井県自然保護センター
TEL:0779-67-1655

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

6 10/26(土)
里山観察ウォーク
「三里浜砂丘の森を歩こう」

福井県自然保護センター
三国町黒目
三里浜緩衝緑地

三里浜砂丘の森を歩きながら、様々な樹木の種類や特徴を学び、そ
こにすむ昆虫などを観察します。

○
どなたでも
(中学生以下は保護者同伴)

50円
要事前申込：9/26～10/24受付
定員30名(先着)

福井県自然保護センター
TEL:0779-67-1655

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

7 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

最も大きく美しい銀河の「アンドロメダ大銀河」を、大きな望遠鏡
で観望します。

どなたでも
(中学生以下は保護者同伴) 無料 詳細はHP参照 福井県自然保護センター

TEL:0779-67-1655
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

8 12/14(土)

自然講座
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。
小学校4年生以上
(中学生以下は保護者同伴)

無料
要事前申込：11/14～12/7受付
定員30名(先着)

福井県自然保護センター
TEL:0779-67-1655

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

長
野
県

1 8/21(水)～9月 シダ観察会 自然公園財団上高地支部 長野県松本市 中部山岳国立公園
ビジターセンターから明神池に至る区間でみられる、シダを解説付
きで観察します。

○ 一般 500円 ※6月から開催
上高地ビジターセンター
TEL:0263-95-2606

https://www.kamikochi-vc.or.jp/

2 8/21(水)～11月上旬 ガイドウォーク 自然公園財団上高地支部 長野県松本市 中部山岳国立公園
ビジターセンターから明神池もしくは大正池の区間について、自然
解説を行いながら散策します。

○ 一般 500円 ※5月上旬から開催
上高地ビジターセンター
TEL:0263-95-2606

https://www.kamikochi-vc.or.jp/

3 8/21(水)～12/8(日)
自然トピック展示
「南アルプスと中央アルプスの高山植
物」

飯田市美術博物館 長野県飯田市 南アルプスと中央アルプスに生育する高山植物を、標本と写真で紹
介します。

○ 一般
大人310円(観覧料)、
(9/1(日)まで小・中学生無料)

詳細はHP参照
※7/20(土)から開催

飯田市美術博物館
TEL:0265-22-8118

https://www.iida-museum.org

 3

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
https://www.kamikochi-vc.or.jp/
https://www.kamikochi-vc.or.jp/
https://www.iida-museum.org/

