
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

栃
木
県

1 8/23(金) 中禅寺湖畔ナイトハイキング2019 日光自然博物館 栃木県日光市
中禅寺湖

日光国立公園 中禅寺湖畔で、暗闇や様々な夜の生きものを楽しむ、ナイトハイキ
ングを行います。

親子・一般 1,000円
日光自然博物館
TEL:0288-55-0880

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

2 8/24(土) 戦場ヶ原ナイトハイキング2019 日光自然博物館
栃木県日光市
戦場ヶ原

日光国立公園 戦場ヶ原を歩き暗闇や星空、ホタルなど夜の自然に親しむみます。 親子・一般 1,000円
日光自然博物館
TEL:0288-55-0880

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

3 8/28(水)～29(木) どき土器探検隊 太平少年自然の家
栃木県栃木市
埋蔵文化財センター
太平少年自然の家

壬生町にある古墳の発掘体験や土器埴輪作り、古代米を使った野外
調理をします。

県内の小学4年～6年生 4,000円
要事前申込
6/14(金)～29(土)

太平少年自然の家
TEL:0282-24-8551

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m62/education/shougai/
kanrenshisetu/ohira-top.html

4 9/7(土) 太平山ハイクとぶどう狩り 太平少年自然の家
栃木県栃木市
太平少年自然の家周辺とぶど
う園

太平山の自然に触れるハイキングと、ぶどう狩りを楽しみます。 ○
県内の5歳以上の子と保護者
等

800円
要事前申込
7/18(木)～31(水)

太平少年自然の家
TEL:0282-24-8551

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m62/education/shougai/
kanrenshisetu/ohira-top.html

5 9/7(土)～8(日) ふれあい登山教室 in 那須連峰② なす高原自然の家
栃木県那須町
なす高原自然の家とその周
辺、朝日岳

1日目は足慣らしのハイキングを行い、2日目は朝日岳山頂からの絶
景を楽しみます。

○ 大人
9,000円

大学生8,500円
（県外者別料金）

要事前申込
7/2(火)～7/17(水)
抽選

なす高原自然の家
TEL:0287-76-6240 http://windy-nasu.jp/

6 9/22(日)
土の中のワンダーランド！
土の中の生きものを探そう

栃木県立博物館
栃木県宇都宮市
栃木県中央公園

土の中で暮らしている、驚くほどたくさんいる動物の世界を楽しも
う。

小学生以上
(保護者同伴)

無料
要事前申込
定員20名(先着)

栃木県立博物館教育広報課
TEL:028-634-1312

http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/index.shtml

7 9/23(月祝) キノコの観察会 in 中央公園 栃木県立博物館
栃木県宇都宮市
栃木県中央公園

身近なキノコを観察するとともに、キノコの発生する環境、キノコ
のはたらきについてお話しします。

どなたでも 無料
要事前申込
定員20名(先着)

栃木県立博物館教育広報課
TEL:028-634-1312

http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/index.shtml

8 10/5(土)～6(日) ふれあい登山教室 in 那須連峰③ なす高原自然の家
栃木県那須町
なす高原自然の家とその周
辺、姥ヶ平

1日目は足慣らしのハイキングを行い、2日目は紅葉の絶景スポット
姥ケ平から見る景色を楽しみます。

○ 大人
9,000円

大学生8,500円
（県外者別料金）

要事前申込
8/5(月)～8/19(月)
抽選

なす高原自然の家
TEL:0287-76-6240

http://windy-nasu.jp/

9 10/12(土)～13(日) カニ釣りわくわくキャンプ とちぎ海浜自然の家
茨城県鉾田市
とちぎ海浜自然の家とその周
辺

カニ釣りや野外調理、テントでの宿泊などの体験活動を行います。
栃木県内在住者
(小学生以上)

調整中
要事前申込
8/6(火)～9/9(月)

とちぎ海浜自然の家
TEL:0291-37-4004

http://tochigikaihin.jp/event

10 10/26(土) 大久保ふれあい交流会
もおか環境パートナーシップ会
議

栃木県真岡市
自然ふれあい園「大久保」

綿摘み体験、芋掘り、ネイチャーゲームなどを実施します。 一般・親子 無料
真岡市環境課環境計画係
TEL:0285-83-8241

11 11/2(土)～3(日) こどもチャレンジキャンプ なす高原自然の家 栃木県那須町
なす高原自然の家とその周辺

自然体験活動を通し、仲間作りや挑戦する大切さを楽しく学びま
す。

小学5･6年生
5,000円

(県外5,500円)

要事前申込
9/2(月)～9/17(火)
抽選

なす高原自然の家
TEL:0287-76-6240

http://windy-nasu.jp/

12 11/2(土)､3/7(土) 雨巻山登山 芳賀青年の家 栃木県益子町
雨巻山周辺

登山をしながら、花木を見て自然を満喫します。 ○
大人

(未成年者は応相談)
300円(予定)

要事前申込
定員30名(先着)

芳賀青年の家
TEL:0285-72-2273

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m61/education/shougai/
kanrenshisetsu/haga-top.html

13 11/2(土)～3(日祝) 踏破だ！太平山 太平少年自然の家
栃木県栃木市
太平少年自然の家と太平山周
辺

馬不入山、晃石山、太平山を踏破するチャレンジハイキングや、自
然遊びを体験します。

○ 栃木県内の小学3年～6年生 4,000円(予定)
要事前申込
9/17(火)～30(月)

太平少年自然の家
TEL:0282-24-8551

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m62/education/shougai/
kanrenshisetu/ohira-top.html

14 1/11(土)・18(土)、2/1(土) 天体観望会 太平少年自然の家 栃木県栃木市
太平少年自然の家

大型望遠鏡で、惑星や冬の星座等を観察します。 どなたでも 無料 当日受付
太平少年自然の家
TEL:0282-24-8551

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m62/education/shougai/
kanrenshisetu/ohira-top.html

15
1/11(土)・18(土)、2/1(土)・

15(土)
たき火のつどい 太平少年自然の家 栃木県栃木市

太平少年自然の家
山で落ち葉や枯れ枝を集めて、焼き芋やマシュマロ焼きをしなが
ら、たき火を楽しみます。

○
栃木県内の3歳以上の子ども
を含む6名以内の親子他

300円(予定)
要事前申込
1月分：12/1(日)～12(木)
2月分：12/15(日)～26(木)

太平少年自然の家
TEL:0282-24-8551

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m62/education/shougai/
kanrenshisetu/ohira-top.html

16 1/19(日) 中央公園の野鳥観察会 栃木県立博物館
栃木県宇都宮市
栃木県中央公園

冬の公園にやってくる野鳥を観察します。 全年齢 無料
申込不要
定員40名(先着)

栃木県立博物館教育広報課
TEL:028-634-1312

http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/index.shtml

17
1/25(土)～26(日)､2/15(土)～

16(日) 冬のファミリーデー なす高原自然の家
栃木県那須町
なす高原自然の家とその周辺

ミニかまくら作りやソリ滑り、スノーシューハイキングを体験し、
冬の自然を楽しみます。 親子

大人6,000円
高校生以下4,500～3,400円
(県外者別料金)

要事前申込
11/16(土)～11/30(土)抽選

なす高原自然の家
TEL:0287-76-6240

http://windy-nasu.jp/

18 1/25(土)、2/22(土) ゲッタークンふれあいまつり 太平少年自然の家
栃木県栃木市
太平少年自然の家

親子やグループで野外活動やクラフト活動を体験し、家族のふれあ
いを楽しみます。

栃木県内の5歳以上の子ども
と保護者等

未定
要事前申込
1月分：12/12(木)～25(水)
2月分：1/14(火)～27(月)

太平少年自然の家
TEL:0282-24-8551

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m62/education/shougai/
kanrenshisetu/ohira-top.html

1
毎日

(通年開催) 戸田ヶ原ガイドウォーク (公財)戸田市水と緑の公社 埼玉県戸田市 彩湖・道満グリーンパーク 公園の環境や戸田ヶ原自然再生事業の取り組みを、紹介します。 一般 無料 歩きやすい服装
戸田市水と緑の公社
TEL:048-449-1550 http://www.toda-kousha.com/park/

2 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
埼玉県立川の博物館
近くのかわせみ河原

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。

小学3年生以上 500円(保険料等) 定員各20名(午前・午後)
埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

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

3 8/24(土)
星空観察会
「夏の星空」

彩湖自然学習センター
埼玉県戸田市
彩湖自然学習センター

荒川第一調整池
(彩湖・道満グリーンパーク） 夏の星空を観察し、豊かな自然環境を体験してみませんか？

どなたでも
(小学2年生以下は保護者同伴)

100円
(教材費・保険料)

要事前申込
定員30名
雨天実施

戸田市彩湖自然学習センター
TEL:048-422-9991 http://www.city.toda.saitama.jp/site/saiko/

4
毎週土・日・祝日

(12/29(日)～1/3(金)を除く) 
定例自然かんさつ会 埼玉県自然学習センター

埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

公園内の旬な生きものを、自然学習指導員が案内します。
どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

無料
開催14:00～15:00
当日受付

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

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

5
毎週日曜日

(12/29(日)～1/3(金)を除く) 
しぜん工作教室 埼玉県自然学習センター

埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

自然の題材や素材を使った、工作教室です。
どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

無料
開催15:00～16:00
当日受付
(内容により定員20名(先着))

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#kousaku

6 8/31(土) 夜の鳴く虫観察会
(大人向け) 埼玉県自然学習センター

埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

夜の公園を自然学習指導員が案内し、鳴く虫を観察します。
雨天の場合は中止です。 大人限定 無料

開催18:00～20:00

要事前申込：8/4(日)9:00～電
話か来館で
定員50名
雨天中止

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#yorumushi

7 9/7(土)
かわはく体験教室
「アゲブネに乗ろう」

埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館
かつて荒川流域に使用されていた洪水避難・救援用の小型船、「ア
ゲブネ」に試乗していただきます。

一般、
小学生、
親子

無料
随時乗船可
定員各回数名程度

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/
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埼
玉
県

8 9/7(土)
里山体験教室
「ため池のかいぼりをしよう」

さいたま緑の森博物館
埼玉県入間市
さいたま緑の森博物館

ため池の管理作業として、生きものさがしと泥の除去作業をしま
す。

○ 小学生以上 100円
要事前申込
定員20名(先着)
詳細はHP参照

さいたま緑の森博物館
TEL.04-2934-4396

http://saitama-midorinomori.jp/

9 9/8(日) 昆虫ウオッチング：秋 彩湖自然学習センター
埼玉県戸田市
彩湖自然学習センター

荒川第一調整池
(彩湖・道満グリーンパーク）

秋の彩湖周辺の昆虫を、観察してみませんか？
どなたでも

(小学2年生以下は保護者同伴)
100円

(教材費・保険料)

要事前申込：1ヵ月前の10:00
～受付
定員40名
雨天実施

戸田市彩湖自然学習センター
TEL:048-422-9991

http://www.city.toda.saitama.jp/site/saiko/

10 9/14(土) 彩湖でお月見 彩湖自然学習センター 埼玉県戸田市
彩湖自然学習センター

荒川第一調整池
(彩湖・道満グリーンパーク）

まんまるい月や、夏から秋への星空を、観察します。
どなたでも

(小学2年生以下は保護者同伴)
100円

(教材費・保険料)

要事前申込：1ヵ月前の10:00
～受付
定員30名
雨天実施

戸田市彩湖自然学習センター
TEL:048-422-9991

http://www.city.toda.saitama.jp/site/saiko/

11 9/14(土 手作り実験教室
「自然ってスゴイ！ 糸の大実験」 埼玉県自然学習センター

埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

自然の恵みを利用したものづくりや、科学的な実験を通して、自然
や環境問題について考えます。

小学3年生以上
(小学生は保護者同伴)

100円

開催10:00～12:00、14:00～
16:00
要事前申込：8/10(土)9:00～
電話か来館で
定員各30名

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/event.html#jikken

12 9/14(土)～9/16(月祝)
長瀞キャンプシリーズ
「子ども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 埼玉県秩父郡長瀞町荒川河原
子ども達で行う、2泊3日のキャンプです。
テント泊やアクティビティ、野外炊事などを行います。

○ 小学3年～6年生 8,000円 要事前申込
定員20名(抽選)

埼玉県立長瀞げんきプラザ
TEL:0494-66-0177

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

13 9/15(日)
生きもの調べ方講座
「水生昆虫」 埼玉県自然学習センター

埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

動植物を調べる方法を、レクチャーと野外実習で学びます。 どなたでも 1,000円

開催9:30～12:00
要事前申込：8/18(日)9:00～
電話か来館で
定員各20名

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
kouza.html#research2019

14 9/15(日)
かわはく研究室
「ウナギの話」

埼玉県立川の博物館 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
開催13:30～15:30
定員随時5組程度

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

15 9/21(土)～22(日) ふれあいファミリーキャンプ2 埼玉県立長瀞げんきプラザ 埼玉県秩父郡長瀞町荒川河原 テント設営・火起し体験・野外炊事などを行います。
長瀞の大自然の中、ご家族でキャンプ体験を行います。 ○

家族
(小学1年生以上)

小・中学生5,000円、
一般6,000円

要事前申込
定員40名(抽選)

埼玉県立長瀞げんきプラザ
TEL:0494-66-0177 http://www.nagatoro-genki.com/

16 9/21(土)～23(月祝) 自然に親しむイベントデー
「バッタの日」 埼玉県自然学習センター

埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

「バッタ」をテーマに、いつ来館しても楽しめる日として、さまざ
まなイベントや展示を開催します。 どなたでも 無料

開催9:00～17:00
当日受付

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/event.html#e-
day_201909

17 9月～3月の毎月第3土曜日 生きものいきいき隊 埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

生きものがすみやすい公園づくりのための、作業です。 高校生以上 無料

開催9:30～12:00(9月のみ9:30
～11:00)
要事前申込：前月の第3土曜
日～電話か来館で
定員各回20名

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#satoyama

18 9/28(土)
観察会
「天覧山 秋の自然観察」

埼玉県立自然の博物館
埼玉県飯能市
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(抽選)
詳細はHP参照

埼玉県立自然の博物館
TEL:0494-66-0407

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

19 9/28(土)～29(日) みんなでいきいき自然体験 埼玉県立長瀞げんきプラザ 埼玉県秩父郡長瀞町荒川河原
野外体験や農作物収穫体験を行います。
さつまいも堀りや、さつまいもスイーツ作りなど、長瀞の大自然の
中で、五感を使って活動します。

小中学校・特別支援学校の児
童生徒と家族

4,000円
要事前申込
定員20名(抽選)

埼玉県立長瀞げんきプラザ
TEL:0494-66-0177

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

20 9/28(土)～29(日) ステップアップファミリーキャンプ① 埼玉県立神川げんきプラザ 埼玉県立神川げんきプラザ
親子でキャンプスキルをアップしたい、ファミリー向けの盛りだく
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
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

21 10/5(土)～6(日) ステップアップファミリーキャンプ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
親子でキャンプスキルをアップしたい、ファミリー向けの盛りだく
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
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

22 10/6(日) 荒川ゼミナール
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

(保険料・資料代)

開催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/

23 10/12(土) 観察会
「秋の岩畳観察会」 埼玉県立自然の博物館 埼玉県長瀞町

長瀞駅から自然の博物館まで、自然観察をしながら秋の岩畳を歩き
ます。 小学生以上 300円

要事前申込
定員30名(抽選)
詳細はHP参照

埼玉県立自然の博物館
TEL:0494-66-0407

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

24 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 埼玉県立川の博物館
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。
運が良ければ、砂金が採れるかも⁉

小学3年生以上
200円

(資料代・保険料)　
開催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/

25 10/12(土) 野あそび教室
「ちょうせん　秋の虫さがし」 埼玉県自然学習センター

埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

自然の不思議やおもしろさにふれる、幼児から小学校低学年にあわ
せた、観察会です。

幼児～小学3年生とその保護
者

無料

開催10:00～12:00

要事前申込：9/13(金)9:00～
電話か来館で
定員50名

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#noasobi

26 10/12(土)～14(月祝)
自然に親しむイベントデー
「きのこの日」

埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

「キノコ」をテーマに、いつ来館しても楽しめる日として、さまざ
まなイベントや展示を開催します。

どなたでも 無料
開催9:00～17:00
当日受付

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/event.html#e-
day_201910

27 10/20(日) いきもの講座
「秋のチョウ」

埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

定例自然かんさつ会の前に行う、30分のレクチャーです。
小学校高学年以上向け
(小学生は保護者同伴)

無料
開催13:30～14:00
当日申込

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
kouza.html#ikimono2019

28 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
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
開催13:30～15:30
定員随時5組程度

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

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

29 10/26(土)～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・ニジマス釣り・棒パン作
り」

埼玉県立大滝げんきプラザ
中津川渓流釣り場
埼玉県立大滝げんきプラザ

イワナ・ニジマス釣りや棒パン作り等を楽しむ、１泊2日のファミ
リーキャンプです。

○ 幼児・小中学生とその家族 5,500円程度
要事前申込
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
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県

30 11/2(土)～4(月休) 秋の自然観察オリエンテーリング 埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

参加者が自由に公園内を歩きながら、自然に関するクイズを楽しみ
ます。

どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

無料 開催9:30～15:30
当日受付

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#autumnOL

31 11/2(土)～4(月休)
北本自然観察公園フォトコンテスト
(秋編)

埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

11/2(土)～4(月休)に公園内で撮影した写真を、その場でプリント。
11/6(水)～人気投票を行います。

どなたでも 無料
開催9:00～17:00
当日受付

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/event.html#spc

32 11/3(日祝)
荒川ゼミナール
「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

(保険料・資料代)
開催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/

33 11/9(土)
観察会
「古秩父湾化石発掘体験バスツアー」

埼玉県立自然の博物館
埼玉県長瀞町、皆野町、小鹿
野町、秩父市、横瀬町

秩父にあった太古の海「古秩父湾」を巡り、学芸員が解説するバス
ツアーです。

小学生以上 200円＋バス代等
要事前申込
定員30名(抽選)
詳細はHP参照

埼玉県立自然の博物館
TEL:0494-66-0407

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

34 11/9(土)
手作り実験教室
「バイオミミクリーと飛行機作り」

埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

実験や体験を通して、自然のめぐみや私たちの生活について考えま
す。

小学3年生以上
(小学生は保護者同伴)

100円

開催10:00～12:00、14:00～
16:00
要事前申込：10/12(土)9:00～
電話か来館で
定員30名

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/event.html#jikken

35 11/9(土)～10(日) 親子でダッチオーブンクッキングキャ
ンプ

埼玉県立神川げんきプラザ 埼玉県立神川げんきプラザ
キャンプの万能アイテム：ダッチオーブンを使った、食欲の秋にぴ
ったりの2日間です。

中学生以下の子どもがいる親
子

1,500円～5,600円
要事前申込
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

36 11/14(木)・30(土) 家族で楽しむバードウォッチング 埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

子どもを含む家族向けに、野鳥観察のポイントを解説し、冬鳥の生
態を観察します。

子どもとその保護者 無料
開催10:00～11:30
要事前申込：11/1(金)9:00～
電話か来館で

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/event.html#BWFF

37 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 埼玉県立川の博物館
敷地内、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。 小学3年生以上 100円(資料代等)
開催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/

38 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
缶ピザ作り」

埼玉県立大滝げんきプラザ 埼玉県立大滝げんきプラザ
落ち葉のプール、焼きいも、ドラム缶ピザ作り等を楽しむ、１泊2
日のファミリーキャンプです。

○
幼児・小中学生とその家族
特別支援学校の児童・生徒と
その家族

3,800円程度
要事前申込
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

39 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 埼玉県立川の博物館 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。

一般、
小学生、
親子

無料
①10:00～②11:00～

③13:30～④14:30～
定員各回10名程度

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

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

40 11/17(日)
いきもの講座
「シダ植物」

埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

定例自然かんさつ会の前に行う、30分のレクチャーです。
小学校高学年以上向け
(小学生は保護者同伴) 無料

開催13:30～14:00
当日申込

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
kouza.html#ikimono2019

41 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

埼玉県草加市
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

―

42 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 埼玉県立川の博物館
講座室

かわせみ河原で石を集めて、石の実物標本をつくります。 小学3年生以上
500円

(資料代・材料代・保険料･箱
代)

開催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/

43 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
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。

小学生、
親子

無料
開催13:30～15:30

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

44 12/14(土)
野あそび教室
「さくさく　はっぱは楽しいな♪」

埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

自然の不思議やおもしろさにふれる、幼児から小学校低学年にあわ
せた、観察会です。

幼児～小学3年生とその保護
者

無料

開催10:00～12:00
要事前申込：11/9(土)9:00～
電話か来館で
定員50名

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#noasobi

45 12/15(日)
いきもの講座
「冬越しする昆虫」

埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

定例自然かんさつ会の前に行う、30分のレクチャーです。
小学校高学年以上向け
(小学生は保護者同伴) 無料

開催13:30～14:00
当日申込

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
kouza.html#ikimono2019

46 1/11(土)～13(月祝)
北本自然観察公園フォトコンテスト
(冬編) 埼玉県自然学習センター

埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

1/11(土)～13(月祝)に公園内で撮影した写真をその場でプリント。
1/15(水)～人気投票を行います。

どなたでも 無料
開催9:00～17:00
当日受付

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

47 1/11(土)～13(月祝) 冬の自然観察オリエンテーリング 埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

参加者が自由に公園内を歩きながら、自然に関するクイズを楽しみ
ます。

どなたでも
(小学生以下は保護者同伴) 無料

開催9:30～15:30
当日受付

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#winterOL

48 1/11(土) 手作り実験教室
「公園の植物を使ってほうき作り」

埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

実験や体験を通して、自然のめぐみや私たちの生活について考えま
す。

小学3年生以上
(小学生は保護者同伴)

100円

開催10:00～12:00、14:00～
16:00
要事前申込：12/14(土)9:00～
電話か来館で
定員30名

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/event.html#jikken

49 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
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。

小学3年生以上 200円(材料費)
開催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/

50 1/19(日)
いきもの講座
「野鳥」

埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

定例自然かんさつ会の前に行う、30分のレクチャーです。
小学校高学年以上向け
(小学生は保護者同伴)

無料
開催13:30～14:00
当日申込

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
kouza.html#ikimono2019

51 2/8(土)
野あそび教室
「はしって とんで！ 冬のうんどう
会」

埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

自然の不思議やおもしろさにふれる、幼児から小学校低学年にあわ
せた、観察会です。

幼児～小学3年生とその保護
者

無料

開催10:00～12:00
要事前申込：1/11(土)9:00～
電話か来館で
定員50名

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#noasobi

52 2/8(土)・9(日)・11(火祝) 自然に親しむイベントデー
「野鳥の日」

埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

「野鳥」をテーマに、いつ来館しても楽しめる日として、さまざま
なイベントや展示を開催します。

どなたでも 無料
開催9:00～17:00
当日受付

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/event.html#e-
day_202002

53 2/16(日)
いきもの講座
「樹木」

埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

定例自然かんさつ会の前に行う、30分のレクチャーです。
小学校高学年以上向け
(小学生は保護者同伴) 無料

開催13:30～14:00
当日申込

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
kouza.html#ikimono2019

54 2/16(日)
かわはく研究室
「マメの話」

埼玉県立川の博物館
埼玉県立川の博物館
荒川情報局

マメは色々な食品に加工され、沢山食べられています。
このマメ(科の植物)、知られざるマメのお話をします。

一般、
小学生、
親子

無料
開催13:30～15:30
定員随時2組程度

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/
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55 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

埼玉県草加市
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

―

56 3/14(土)
手作り実験教室
「光の大実験　太陽光と生きものの秘
密を探れ！」

埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

実験や体験を通して、自然のめぐみや私たちの生活について考えま
す。

小学3年生以上
(小学生は保護者同伴)

100円

開催10:00～12:00、14:00～
16:00
要事前申込：2/8(土)9:00～電
話か来館で
定員30名

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/event.html#jikken

57 3/15(日)
生きもの調べ方講座
「土壌動物」

埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

動植物を調べる方法を、レクチャーと野外実習で学びます。 中学生以上 1,000円

開催10:00～12:00
要事前申込：2/16(日)9:00～
電話か来館で
定員各20名

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
kouza.html#research2019

58 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
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
開催13:30～15:30
定員随時2組程度

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

59 3/20(金祝)～22(日)
自然に親しむイベントデー
「春さがしの日」

埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自
然学習センター

「春さがし」をテーマに、いつ来館しても楽しめる日として、さま
ざまなイベントや展示を開催します。

どなたでも 無料
開催9:00～17:00
当日受付

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/event.html#e-
day_202003

60 3/22(日)

荒川ゼミナール
「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

(保険料・資料代)
開催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/

61 3/28(土)
かわはく体験教室
「砂絵をつくろう」

埼玉県立川の博物館
埼玉県立川の博物館
講座室

荒川の砂や色砂などを使って、砂絵を作ります。 小学3年生以上 200円(材料費) 定員各15名(午前・午後)
埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

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

1
8/21(水)～9/1(日)・7(土)・
8(日)・14(土)・15(日)・

16(月祝)
宿泊キャンプ

安由美会
（指定管理者）

いちはらクオードの森
キャンプ場にテントを張り、大自然の中で宿泊キャンプを体験しま
す。
バーベキューやキャンプファイヤーも可能です。

一般
テント1張820円
(市原市民以外は1,230円)

詳細はHP参照
いちはらクオードの森
TEL:0436-96-1119

http://ichihara-forest.jp/

2 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

千葉県香取市
水郷小見川少年自然の家、黒
部川

テント泊や野外炊事など、4日間を通して、楽しいプログラムがい
っぱい。
3日日は往復10km のカヌーツーリングをします。

小学5年生～中学3年生 10,500円
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

3 8/23(金) 親子でシーカヤック② 千葉県立鴨川青年の家 鴨川青年の家、
太夫崎港

親子で力を合わせ、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：8/13(火)まで電
話で
定員20名(先着)

千葉県立鴨川青年の家
TEL:04-7093-1666 http://www.echiba-sports.org/kamo/k-top.html

4 8/24(土)・25(日) かがやけ！てがっ子！
わいわい子ども塾

千葉県立手賀の丘少年自然の家
手賀の丘少年自然の家、手賀
沼

わいわい子ども塾5回シリーズの1回。
手賀沼で、カヌー体験や自然と親しむ体験を行います。

小・中学生 25,000円/全5回 千葉県立手賀の丘少年自然の家
TEL:04-7191-1923

http://www.tega.jp/

5 8/24(土)
「鳴く虫の夕べ」
～粟野の森で鳴く虫の鑑賞会～

鎌ケ谷市 粟野コミュニティセンター
鳴く虫についてまず屋内で学び、その後、夜の森を散策して、実際
に虫の鳴き声を聴いてみます。

鎌ケ谷市在住の小学生、大人
も可
(小学生以下は保護者同伴)

50円(保険料) 定員20名
鎌ケ谷市役所環境課環境計画係
TEL:047-445-1227

6 8/24(土)・25(日)・31(土) 夏の遊びと研究大集合2019
我孫子市
鳥の博物館

鳥の博物館
2階 多目的ホール

夏休みの自由研究のヒントになるような、ワークショップです。
小学生以上
(小学生未満は保護者同伴)

無料
(入館料別途)

申込不要
先着順

鳥の博物館
TEL:04-7185-2212

http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html

7 8/25(日) ジュニアカヌー教室3 千葉県立東金青年の家
千葉県立東金青年の家、
横芝光町栗山川

九十九里浜に注ぐ栗山川での、カヌー実技体験。
鮭が遡上する川の自然についても学びます。

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

http://tougane-youth.jp/

8 8/28(水)・29日(木) さがそう！ひがたのカニ 谷津干潟自然観察センター 谷津干潟自然観察センター 谷津干潟
カニの体の色や形、オス・メスのちがい、幼生などを観察するほ
か、好む環境なども探ります。

5歳児以上
(小学3年生以下は保護者同伴)

700円＋入館料 定員各日20名
谷津干潟自然観察センター
TEL:047-454-8416 http://www.seibu-la.co.jp/yatsuhigata/

9 8/29(木) 磯の生き物を観察しよう 千葉県立鴨川青年の家

鴨川青年の家、
千葉県立中央博物館分館海の
博物館、
勝浦海中公園海中展望塔

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：7/29(月)～
8/19(月)電話で
定員20名(先着)

千葉県立鴨川青年の家
TEL:04-7093-1666 http://www.echiba-sports.org/kamo/k-top.html

10 8/30(金)
千葉県最重要保護生物〝ウモレベンケ
イガニ〟をさがそう

谷津干潟自然観察センター 谷津干潟自然観察センター 谷津干潟 千葉県では幻のカニの〝ウモレベンケイガニ〟を、谷津干潟で探し
ます。

小学4年生以上
(小学生は保護者同伴) 1,000円＋入館料 定員20名

谷津干潟自然観察センター
TEL:047-454-8416 http://www.seibu-la.co.jp/yatsuhigata/

11 8/30(金) 初心者サーフィン教室 千葉県立鴨川青年の家
鴨川青年の家
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。

鴨川市内の小学5・6年生 1,300円
要事前申込：7/30(火)～
8/20(火)電話で
定員20名(先着)

千葉県立鴨川青年の家
TEL:04-7093-1666

http://www.echiba-sports.org/kamo/k-top.html

12 8/31(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

涼しくなった夕方に、施設内ミニハーバーでカヌーの基礎的な体験
をします。

大人 300円
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

13 8/31(土) おみっこキッズ
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

幼児向けのイベント。
自然の家のフィールドで、自然に親しみ遊びます。

3～5歳児 500円
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

14 8/31(土)～9/1(日)
星空の神秘を探ろう
～上級②～

千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家
四季の星空観察から太陽系、太陽系外の宇宙を探る上級コース。
今回は、夏・秋の星空観察と星座の勉強です。

小学5年生以上 2,000円 シリーズ制
千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301 http://tougane-youth.jp/

15 9/1(日) 親子でシーカヤック③ 千葉県立鴨川青年の家 鴨川青年の家
太夫崎港

親子で力を合わせ、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：8/1(木)～
8/22(木)電話で
定員20名(先着)

千葉県立鴨川青年の家
TEL:04-7093-1666

http://www.echiba-sports.org/kamo/k-top.html

16 9/1(日)
きみかめ森のようちえん②
夏の森遊び♪

千葉県立君津亀山少年自然の家
千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

まだまだ暑い夏！
きらきらで大きなシャボン玉や、芝生で思いっきり水遊びを楽しん
じゃおう！

未就学児とその保護者
500円/人、

3歳未満は100円
千葉県立君津亀山少年自然の家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

17 9/7(土)～8(日)
星空の神秘を探ろう
～エキスパート②～

千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家
星空の神秘を探ろうの初級・上級を受けた人を対象にし、星空に関
しての内容をグレードアップしたコース。
今回は秋の星空を極めます。

小学5年生以上 2,000円 シリーズ制
千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301 http://tougane-youth.jp/

18 9/7(土) 田んぼの楽校③
千葉県立水郷小見川少年自然の
家

千葉県香取市内
田植えから稲刈りまでの体験教室。
今回は稲刈りを行います。

小学生
通年事業のため、すでに募集
終了

千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  
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千
葉
県

19 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 千葉県君津市
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。
初心者大歓迎。
ダッチオーブンやたき火を使った料理など、キャンプ飯(メシ)も楽
しみましょう！

小学生以上とその保護者
大人5,000円/人、
子ども3,000円/人

千葉県立君津亀山少年自然の家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

20 9/8(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、黒部川

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。 一般 800円
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343 http://suigou-omigawa.com/  

21 毎月第2土曜日 てがたん
我孫子市
鳥の博物館

博物館、
手賀沼周辺 毎月定例の手賀沼探鳥会です。 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

22 9/16(月祝) ファミリーデイキャンプ
千葉県立水郷小見川少年自然の
家

千葉県香取市
水郷小見川少年自然の家、黒
部川

家族で楽しむ日帰りキャンプ。
野外調理や、防災テントの立て方を学びます。

親子
高校生以上1,200円、

2歳以下無料
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

23 9/21(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

涼しくなった夕方に、施設内ミニハーバーで、カヌーの基礎的な体
験をします。

大人 300円
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

24 9/22(日)～23(月祝)
親子キャンプ
～自然野外体験を楽しもう～

千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家 里山自然親子ふれあいキャンプです。 小学3年～6年生と保護者 3,000円/組
千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301 http://tougane-youth.jp/

25 9/23(月祝) プラネタリウムコンサート
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

プラネタリウムの満天の星の下で、優雅な生演奏を聴きます。 一般 無料
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

26 9/29(日) 森っこレンジャー②
「自然はおいしい！」

千葉県立君津亀山少年自然の家 千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

自然の中にはたべられるものがたくさん！
たべられるもの、食べてはいけないもの、見分けられるようになっ
たら、自然の恵みをいただきます♪

小学生 1,500円
千葉県立君津亀山少年自然の家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

27 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

千葉県香取市
水郷小見川少年自然の家、黒
部川

一日かけて行うカヌーツーリングです。 大人 4,000円
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

28 10/14(月祝) 田んぼの楽校③ 千葉県立水郷小見川少年自然の
家

千葉県香取市内 田植えから稲刈りまでの体験教室。
今回は、できたコメを食べてみよう！

小学生 通年事業のため、すでに募集
終了

千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

29 10/19(土)～20(日) おみっこくらぶＡ・Ｂ
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

詳細は検討中 小学生
通年事業のため、すでに募集
終了

千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

30 10/20(日) 100人 de 脱出ゲーム 千葉県立君津亀山少年自然の家
千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

100人シリーズ、2019年の最新作は”脱出ゲーム”！
仲間と協力して、きみかめの建物から脱出せよ！

どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

300円 千葉県立君津亀山少年自然の家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

31 10/26(土)～27(日) 星空の神秘を探ろう
～初級③～

千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家 秋の星空についての勉強と観察です。 小学4年以上 2,000円 シリーズ制
千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301

http://tougane-youth.jp/

32 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 千葉県立関宿城博物館 隣接する河川敷を散策しながら、そこに生息するいきものをさがし
ます。

一般 50円
関宿城博物館
TEL:04-7196-1400

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

33 10/28(月)～29(火) 悠々カヌーイング
千葉県立水郷小見川少年自然の
家

千葉県香取市
水郷小見川少年自然の家、黒
部川

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
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

34 11/2(土)
教員のためのサバイバルスキル入門
～火おこし編～②-1

千葉県立君津亀山少年自然の家
千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

薪割りやたき火のコントロール、乾電池やメタルマッチを使った火
おこしなど、火に関するサバイバルスキルを習得する1日です。

18歳以上 1,000円
千葉県立君津亀山少年自然の家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

35 11/2(土)・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・生涯学習セ
ンター「アビスタ」ほか

「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。

どなたでも
無料

(一部有料イベント有) 雨天決行
手賀沼課　
TEL:04-7185-1484 http://www.birdfesta.net/

36 11/3(日祝) 森っこレンジャー③
「火おこしに挑戦！」 千葉県立君津亀山少年自然の家

千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

何かとアウトドアで使うことの多い「火」。
あつかいかたを知ってると安心ですね♪
火のつけ方から育て方、消し方まで、ばっちり学び、自分たちで起
こした火で、アウトドアクッキングもしちゃいます♪

小学生 1,500円 千葉県立君津亀山少年自然の家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

37 11/9(土)～10(日) 星空の神秘を探ろう
～上級③～

千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家 秋の星空についての勉強と観察です。 小学5年以上 2,000円 シリーズ制
千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301

http://tougane-youth.jp/

38 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
千葉県君津市
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)

無料
(体験は別途有料)

千葉県立君津亀山少年自然の家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

39 11/13(水) さつまいもをほろう 千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家
幼児と親子のさつまいも堀体験。
土とふれあい、さつまいも堀りの喜びを感じてもらいます。

幼児と保護者 300円/1組
千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301 http://tougane-youth.jp/

40 11/16(土) 教員のためのサバイバルスキル入門
～火おこし編～②-2 千葉県立君津亀山少年自然の家

千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

薪割りやたき火のコントロール、乾電池やメタルマッチを使った火
おこしなど、火に関するサバイバルスキルを習得する1日です。

18歳以上 1,000円 千葉県立君津亀山少年自然の家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

41 11/16(土)～17(日)
星空の神秘を探ろう
～エキスパート③ ～

千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家 秋の星空についての勉強と観察です。 小学5年生以上 2,000円 シリーズ制
千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301

http://tougane-youth.jp/

42 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

千葉県香取市
水郷小見川少年自然の家、黒
部川

黒部川周辺のゴミ拾いをします。 一般 無料
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

43 11/16(土) 古利根沼水辺清掃 我孫子市 我孫子市
古利根沼

古利根沼周辺の自然環境の保全や、水質浄化を進めることを目的と
します。

一般 無料 清掃作業のできる服装
雨天中止

公園緑地課
TEL:04-7185-1111
内線545

44 11/17(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。
惑星についての回や、誕生月の星座紹介など、毎回違う内容で実施
します。

一般 無料
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343 http://suigou-omigawa.com/  
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45 11/17(日)
ファミリークラフト
草木染

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

草木染で、トートバッグを染めます。 親子 3,500円
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

46 11/23(土祝) 100人 de スーパー運動会 千葉県立君津亀山少年自然の家
千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

色別、年齢別組対抗戦で「障害物レース」「芝すべり選手権」「綱
引合戦」など、きみかめオリジナルの種目を集めたスーパー運動会
に参加して、優勝を目指そう！

どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

500円
千葉県立君津亀山少年自然の家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

47 11/23(土祝) おみっこキッズ
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

幼児向けのイベント。
自然の家のフィールドで、自然に親しみ遊びます。
今回はお泊り編。

3～5歳児 3,500円
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343 http://suigou-omigawa.com/  

48 11/23(土祝) 養老渓谷ファミリーハイキング 市原市 市原市 関東一遅いと言われる養老渓谷の紅葉を楽しみながら、ハイキング
します。

一般 400円 詳細はHP参照 スポーツ振興課
TEL:0436-23-9851

https://www.city.ichihara.chiba.jp/bunka/suposhintop/
nenkangyouzi/familyhaiking.html

49 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
ュージアム作業小屋

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 雨天中止
手賀沼課　
TEL:04-7185-1484

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

50 11/23(土祝) 谷津の自然観察と谷津まつり参加 環境レンジャー
我孫子市岡発戸・都部谷津ミ
ュージアム 谷津の植物や野鳥等を観察しながら、谷津まつりに参加します。 小・中・一般 無料 雨天中止

手賀沼課　
TEL:04-7185-1484

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

51 11/24(日)
きみかめ森のようちえん③
秋の森遊び♪

千葉県立君津亀山少年自然の家 千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

秋の森には落ち葉がい～っぱい！
ふかふかの落ち葉プールで遊ぼう♪
たくさん遊んだら、おやつにお芋を焼いてみよう！

未就学児とその保護者
500円/人

3歳未満100円
千葉県立君津亀山少年自然の家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

52 11/30(土) 晩秋の房総の山を歩こう 千葉県立鴨川青年の家 鴨川青年の家、
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。 ○

どなたでも
(小学生以下は保護者同伴) 800円

要事前申込：10/30(水)～
11/20(水)電話で

定員25名(先着)

千葉県立鴨川青年の家
TEL:04-7093-1666 http://www.echiba-sports.org/kamo/k-top.html

53 12/1(日) 手賀沼ふれあい清掃 手賀沼ふれあい清掃実行委員会 手賀沼周辺 手賀沼公園から出発し、東方面、西方面それぞれの手賀沼沿いに落
ちているゴミ拾いをします。

どなたでも 無料 荒天延期(12/8)
手賀沼課　
TEL:04-7185-1484

54 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
鴨川青年の家、
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でき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：11/1(金)～
11/21(木)電話で
定員24名(先着)

千葉県立鴨川青年の家
TEL:04-7093-1666

http://www.echiba-sports.org/kamo/k-top.html

55 12/8(日) プラネタリウム
～冬の星座～

千葉県立君津亀山少年自然の家 千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

どなたでも、きみかめのプラネタリウムを観られる特別な日。
満天の星をご家族やお友達とお楽しみください。
今回のプラネタリウムは、オリオン座や冬の大三角を紹介します。

どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

無料
千葉県立君津亀山少年自然の家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

56 12/8(日)
ダッチオーブン de かんたんパンづく
り 

千葉県立君津亀山少年自然の家 千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

英国生まれのパンのなかま「スコーン」をダッチオーブンでつくり
ます♪
今回はチーズなどの具を入れた北米式！
普通のパンとは一味違う食感を、紅茶と一緒にお楽しみください♪

どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

500円
千葉県立君津亀山少年自然の家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

57 12/8(日) おみっこくらぶＡ・Ｂ
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

詳細は検討中 小学生
通年事業のため、すでに募集
終了

千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

58 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 ふたご座流星群のピークにあわせて、観望と流星についての勉強を
します。

小学4年生以上とその保護者 1,500円
千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301

http://tougane-youth.jp/

59 12/15(日) お正月飾りとお餅つき 千葉県立君津亀山少年自然の家
千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

杵と臼でお餅をつき、わらでお正月飾りを作ります。
地域の匠に学び、楽しくお正月を迎える準備をしましょう。

どなたでも　※参加費に材料
代を含むため、保護者も参加

大人1,500円
小学生未満800円

(材料費含む)

千葉県立君津亀山少年自然の家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

60 12/26(木) 部分日食を観察しよう 千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家 部分日食の観察と、日食現象について学びます。 小学3年生以上とその保護者 300円
千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301 http://tougane-youth.jp/

61 12/26(木) 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。
惑星についての回や、誕生月の星座紹介など、毎回違う内容で実施
します。

一般 無料
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

62 12/26(木) 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。
この日は部分日食です。

一般 無料
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

63 1/11(土)～12(日) おみっこキッズ
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

幼児向けのイベント。
自然の家のフィールドで、自然に親しみ遊びます。

3～5歳児 500円
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

64 1/19(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。
惑星についての回や、誕生月の星座紹介など、毎回違う内容で実施
します。

一般 無料
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

65 1/25(土)～26(日)
星空の神秘を探ろう
～初級④～

千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家
冬の星空についての勉強と観察。
春・夏・秋の星座、太陽系惑星についての復習します。

小学4年以上 2,000円 シリーズ制
千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301

http://tougane-youth.jp/

66 1/26(日) 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・一般 無料 荒天中止

手賀沼課　
TEL:04-7185-1484

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

67 1/26(日)
森っこレンジャー④
「基地づくりマスターになろう！」

千葉県立君津亀山少年自然の家
千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

アウトドアの基本「テント」を立てられるようになろう♪
お昼はジビエ(野生動物のおにく)を食べちゃいます！

小学生 1,500円
千葉県立君津亀山少年自然の家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

68 2/1(土) スターウォッチング②
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。 一般 大人1,300円 千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

69 2/9(日) きみかめ味噌づくり　　 千葉県立君津亀山少年自然の家
千葉県君津市君津亀山少年自
然の家

和食にかかせない味噌。
君津市笹地区伝来のおいしい味噌作りを体験してみよう！
5kg/組を持ち帰り、秋まで自分で熟成させて、おいしい味噌を楽し
みましょう。

どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

3,500円/組＋保険料50円/人
持ち物：持ち帰り用ポリ樽(購
入も可)

千葉県立君津亀山少年自然の家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/
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70 2/15(土)～16(日)
星空の神秘を探ろう
～上級④～

千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家
冬の星空についての勉強と観察です。
春・夏・秋の星座、太陽系惑星についての復習をします。

小学5年以上 2,000円 シリーズ制
千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301 http://tougane-youth.jp/

71 2/15(土) 冬の自然観察会 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
手賀沼課　
TEL:04-7185-1484

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

72 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
千葉県君津市
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
(ブースにより有料)

千葉県立君津亀山少年自然の家
TEL:0439-39-2628 http://www.kimikame.net/

73 2/16(日) プラネタリウムコンサート
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

プラネタリウムの満天の星の下で、優雅な生演奏を聴きます。 一般 無料
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

74 2/21(金) 上総七福神巡り 千葉県立君津亀山少年自然の家 千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

きみかめ号で行く、木更津・君津・富津の7ヶ寺の七福神を詣で
て、七つの福を授かりましょう。
ガイドは上総七福神に詳しい、きみかめスタッフです。
きみかめ食堂の美味しい昼食付き。 

どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

1,600円
(納経帳、色紙代、ご朱印代
は希望者の個人負担)

千葉県立君津亀山少年自然の家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

75 2/22(土)～23(日祝)
星空の神秘を探ろう
～エキスパート④ ～

千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家
冬の星空についての勉強と観察。
春・夏・秋の星座、太陽系惑星についての復習をします。

小学5年生以上 2,000円 シリーズ制
千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301

http://tougane-youth.jp/

76 2/23(日祝)
きみかめ森のようちえん④
冬の森遊び♪

千葉県立君津亀山少年自然の家 千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

初めてでも大丈夫！
マッチを使って火起こしに挑戦だ！
お外であたたかいスープとパンを作ってみよう♪

未就学児とその保護者
800円/1人、
3歳未満200円

千葉県立君津亀山少年自然の家
TEL:0439-39-2628 http://www.kimikame.net/

77 3/7(土)～8(日) 森っこレンジャー⑤
「レンジャー大冒険キャンプ！」

千葉県立君津亀山少年自然の家 千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

自分たちで立てたテントに泊まって、アウトドアを満喫！
アウトドアクッキングや夜のたき火、自然を使ってのゲームなど、
盛りだくさんの２日間♪
きみかめのお部屋でも泊まれます♪

小学生 6,000円
千葉県立君津亀山少年自然の家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

78 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。
惑星についての回や、誕生月の星座紹介など、毎回違う内容で実施
します。

一般 無料
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

79 3/21(土) 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。
惑星についての回や、誕生月の星座紹介など、毎回違う内容で実施
します。

一般 無料
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

80 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

千葉県香取市
水郷小見川少年自然の家、黒
部川

施設のまわりを流れる黒部川で、カヌーを楽しみます。
半日で行うカヌーのツーリング。
お花見を企画中。

大人 1,000円
千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

81 3/29(日) 大人のネイチャーカレッジ
千葉県立水郷小見川少年自然の
家

千葉県香取市
水郷小見川少年自然の家、施
設周辺

自然観察ウォーキングを行います。 大人 800円 千葉県立水郷小見川少年自然の家
TEL:0478-82-1343

東
京
都

1 9/8(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)

東京都福生市
多摩川中央公園 多摩川中央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 9/1に広報及びHPに掲載予定

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

2 9/8(日)
多摩川サポーターズ
「水生生物をつかまえて水質をしらべ
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)

東京都福生市
多摩川中央公園

川の生き物をつかまえ、簡単な検査をして多摩川の水質を調べま
す。

中学生以上
(小学生以下も可)

無料 9/1に広報及びHPに掲載予定
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・多摩川サポーターズ

3 9/22(日) 秋の生きものさがし 新宿御苑管理事務所 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。 4～15歳の子供とその保護者 無料 要事前申込
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

4 10/14(月祝)
多摩川で遊ぼう
「バッタをゲット」

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)

東京都福生市
南公園

多摩川の草原や河原で、バッタをつかまえます。 中学3年生以下 無料 10/1に広報及びHPに掲載予定
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

5 10/20(日) 木の実とあそぼう 新宿御苑管理事務所 新宿御苑 森を散策して、ドングリの工作に挑戦しよう。 4～15歳の子供とその保護者 無料 要事前申込
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

6 12/8(日) 落ち葉とあそぼう 新宿御苑管理事務所 新宿御苑 森の中で、落ち葉でなにして遊ぶ？ 4～15歳の子供とその保護者 無料 要事前申込
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

7 3/8(日) 春をさがそう 新宿御苑管理事務所 新宿御苑 生きものたちは、春の準備をしているかな？ 4～15歳の子供とその保護者 無料 要事前申込
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

1 通年
アロア・ワッド探検隊
植物ミッション

小田原フラワーガーデン
神奈川県小田原市
小田原フラワーガーデン

謎の植物学者アロア・ワッドからの植物ミッションに挑戦！
約300種類の熱帯植物が植栽されるトロピカルドーム温室内を探検
しながら問題を解く、セルフガイド式体験プログラム。

どなたでも
大人200円、

小・中学生100円
詳細はHP参照

小田原フラワーガーデン
TEL:0465-34-2815 http://www.seibu-la.co.jp/odawarafg/

2 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

神奈川県箱根町 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/

3 8/23(金) 宮ヶ瀬ダム見学会
～水資源を学ぼう！～

あやせ環境ネットワーク

神奈川県相模原市、愛甲郡愛
川町・清川村
宮ヶ瀬ダム、
神奈川県愛甲郡愛川町
水とエネルギー館

放流の様子や展示物などを見学し、ダムの役割について考えます。 市内在住小学4～6年生 無料
綾瀬市環境保全課
TEL:0467-70-5620

-
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神
奈
川
県

4 8/25(日)、9/8(日) 水辺の安全教室
川崎市建設緑政局多摩川施策推
進課

神奈川県川崎市中原区丸子橋
周辺多摩川河川敷

川流れを体験するとともに、万が一川で流されてしまった場合の身
の保全方法を学びます。

小学3年生以下は保護者同伴 200円 当日受付

川崎市建設緑政局多摩川施策推進課
TEL:044-200-2268
NPO法人とどろき水辺(鈴木)
TEL:090-5814-9604

http://todoroki.org/

5 8/30(金) 目久尻川で水質検査 綾瀬市
神奈川県綾瀬市
リサイクルプラザ、目久尻川

目久尻川の水質検査を体験し、水の汚れを減らす方法について考え
ます。

市内在住小学3～6年生 無料
綾瀬市環境保全課
TEL:0467-70-5620 -

6
8/31(土)、9/14(土)・
28(土)、10/12(土)

ハゼ釣り教室 だいし水辺の楽校
神奈川県川崎市川崎区
大師河原水防センター

多摩川河口でハゼ釣りをします。
釣り糸の結び方から、釣れたハゼのさばき方講習まで行います。

3歳以上
小学生以上500円、
3歳～小学生未満200円

要事前申込：1か月前から
定員30名

大師河原水防センター
TEL:044-287-7882
(開館日：水・木・土・日・祝)

https://www.tamagawahigata.net/イベント/

7 9/7(土) 初秋の湯坂路と石仏石塔群を訪ねて

箱根地域自然に親しむ運動実行
委員会
(開催担当：環境省富士箱根伊豆

国立公園管理事務所)

神奈川県箱根町 富士箱根伊豆国立公園
古道「湯坂路」の史跡を巡りながら、初秋の草花を観察する軽トレ
ッキングです。

○ 一般 100円(保険料) 雨天中止
箱根ビジターセンター
TEL:0460-84-9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/

8 9/8(日) 美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡
会

神奈川県茅ヶ崎市
茅ヶ崎海岸全域

快適な環境づくりと美化運動の啓発を目的として、皆様にご参加頂
き、海岸清掃を行います。

一般 無料
申込不要
持ち物：軍手などの清掃用
具。ゴミ袋は受付にて配布。

茅ヶ崎市環境保全課
TEL:0467-82-1111

9 9/15(日) 未定 沼津管理官事務所 伊豆半島天城山皮子平周辺 富士箱根伊豆国立公園 山の日を記念して、天城山の皮子平周辺の遊歩道を利用した、自然
観察会を行います。

○ 小学生以上 無料 未定 なし

10 9/15(日) 自然観察会 (公財)鎌倉市公園協会
神奈川県鎌倉市
鎌倉海浜公園
稲村ガ崎地区

公園等をフィールドに、四季折々の自然観察会を開催します。 一般 無料 詳細はHP参照
(公財)鎌倉市公園協会
TEL:0467-45-2750

http://www.kamakura-park.com/

11 10/6(日) バリアフリーで楽しむ秋の箱根
共催
環境省、
箱根ボランティア解説員連絡会

神奈川県箱根町 富士箱根伊豆国立公園
身体の不自由な方、ご高齢者、小さなお子さんをお待ちしていま
す。

一般 100円(保険料) 雨天中止
箱根ビジターセンター
TEL:0460-84-9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/

12 10/20(日) 自然観察会 (公財)鎌倉市公園協会
神奈川県鎌倉市
鎌倉中央公園

公園等をフィールドに、四季折々の自然観察会を開催します。 一般 無料 詳細はHP参照
(公財)鎌倉市公園協会
TEL:0467-45-2750

http://www.kamakura-park.com/

13 10/26(土)
箱根ジオパーク　芦ノ湖水門と歴史を
訪ねて

箱根ボランティア解説員連絡会 神奈川県箱根町 富士箱根伊豆国立公園 自然を楽しみながら、湖尻水門の歴史を訪ねます。 ○ 一般 100円(保険料) 雨天中止
箱根ビジターセンター
TEL:0460-84-9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/

14 10/26(土)
草木染め「セイタカアワダチソウで染
めよう」

(公財)大和市スポーツ・よか・
みどり財団

神奈川県大和市
泉の森

外来植物セイタカアワダチソウを駆除して、ハンカチやエコバッグ
で草木染めをします。

どなたでも 500円 小学3年生以下は保護者同伴
大和市自然観察センター・しらかしの
いえ
TEL:046-264-6633

http://www.yamato-zaidan.or.jp/izumi

15 11/17(日) 自然観察会 (公財)鎌倉市公園協会 神奈川県鎌倉市
鎌倉広町緑地

公園等をフィールドに、四季折々の自然観察会を開催します。 一般 無料 詳細はHP参照
(公財)鎌倉市公園協会
TEL:0467-45-2750

http://www.kamakura-park.com/

16 11/19(火) 紅葉の箱根路を訪ねて

箱根地域自然に親しむ運動実行
委員会
(開催担当：環境省富士箱根伊豆

国立公園管理事務所)

神奈川県箱根町 富士箱根伊豆国立公園
旧街道石畳や歴史深い池などとともに、秋の草花や実りなどを観察
します。

一般 100円(保険料) 雨天中止
箱根ビジターセンター
TEL:0460-84-9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/

17 11/29(金) 箱根の冬鳥観察会

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)

神奈川県箱根町 富士箱根伊豆国立公園
芦ノ湖周辺で冬鳥観察。
紅葉の箱根の自然の中で、バードウォッチングに出かけましょう。

一般 100円(保険料) 雨天中止
箱根ビジターセンター
TEL:0460-84-9981 http://hakonevc.sunnyday.jp/

18 1/25(土) 野鳥観察会 寒川町
神奈川県高座郡寒川町
寒川広域リサイクルセンタ
ー、目久尻川周辺など

身近な自然環境である目久尻川周辺で、生息している冬鳥を中心に
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
要事前申込
定員25名(先着)

寒川町環境課
TEL:0467-74-1111

http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/
kankyokeizai/kankyo/kankyohozen/event/yatyou/
1470724082804.html

山
梨
県

1 8/25(日)
ちびっこ森タイム
しぜんとあそぼ！

金川の森
山梨県笛吹市
金川の森

季節ごとのテーマで、自然と触れ合う遊びや、生き物探しをしま
す。

○ 3～6歳児 無料
金川の森
TEL:0553-47-2805 https://www.kanegawanomori.jp/
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http://todoroki.org/
http://www.kamakura-park.com/
http://www.kamakura-park.com/
http://www.kamakura-park.com/
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/kankyokeizai/kankyo/kankyohozen/event/yatyou/1470724082804.html
https://www.kanegawanomori.jp/

