
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）
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滋
賀
県

1 8/22(木)・27(火) 夏休み親子さかな教室
滋賀県醒井養鱒場
(指定管理者：滋賀県漁業協同組
合連合会)

滋賀県醒井養鱒場 マス釣り体験、おさかなタッチングにエサまき体験をして、ニジマ
スづくしの昼食をたべよう！

〇 小学生～中学生

子供2,500円
(昼食代と教材費)、
保護者2,100円

(昼食代と入場料)

大津市地球温暖化防止活動推進センタ
ー
TEL:077-526-7545

http://samegai.siga.jp

2 8/24(土) つくってあそぼ
湖北野鳥センター
琵琶湖水鳥・湿地センター

滋賀県
琵琶湖水鳥・湿地センター

季節の生き物や自然についてのおはなしと、簡単な工作 一般 無料
湖北野鳥センター
TEL:0749-79-1289

http://www.biwa.ne.jp/~nio

3 8/25(日)
大工さんに挑戦
「木の家の貯金箱作り」

近江富士花緑公園 ウッディルーム
三上・田上・信楽県立自然公
園

木の貯金箱作りを通じて、親子でものづくり体験、森林への理解を
深めていただきます。

○ 小学生以上の親子 800円
要事前申込
※8/25(日)にも開催

近江富士花緑公園
TEL:077-586-1930

http://www.seibu-la.co.jp/park/karyoku/

4 9/22(日)
季節の観察会
葛籠尾崎のタカの渡り観察会

湖北野鳥センター
琵琶湖水鳥・湿地センター

滋賀県
湖北野鳥センター周辺 葛籠尾崎(予定)で、秋のタカの渡りを観察します。 〇 一般

大人200円、
小人100円
(入館料)

湖北野鳥センター
TEL:0749-79-1289

http://www.biwa.ne.jp/~nio

5 9/23(月祝) タカのわたり 快適環境づくりをすすめる会 佐和山 佐和山山頂で、渡り鳥や周辺の植物を観察します。 〇 彦根市民一般 小学生以上100円
登山向けの動きやすい服装で
台風等で中止の場合あり

快適環境づくりをすすめる会(担当:平

松)
TEL:0749-26-0510

6 9/7(土) 探鳥会 湖北野鳥センター
琵琶湖水鳥・湿地センター

滋賀県
湖北野鳥センター周辺

日本野鳥の会滋賀との共催事業。
センター周辺で野鳥を観察します。

一般
大人200円、
小人100円
(入館料)

湖北野鳥センター
TEL:0749-79-1289

http://www.biwa.ne.jp/~nio

7 9/7(土)
自然に学び、自然を楽しむ自然家族事
業「川の日」
～大石川～

大津市 滋賀県大津市 大石川
大石川で生き物探しを行うことで、自然環境について考える機会と
します。

市内在住の4歳児～小学生の
子どもとその保護者

未定
大津市地球温暖化防止活動推進センタ
ー
TEL:077-526-7545

8 9/8(日)
彦根城樹木ウォッチング
オニバス

彦根自然観察の会
快適環境づくりをすすめる会

彦根城 琵琶湖国定公園 彦根城にある樹木や植物を、観察します。 〇 彦根市民一般 小学生以上100円 小雨決行
彦根自然観察の会(担当:渡邉)
TEL:0749-28-3867

9 10/20(日) 2019森の秋まつり 栗東自然観察の森 栗東自然観察の森 年に一度の森のまつりです。 〇 どなたでも
無料

(一部有料ｺｰﾅｰあり)
栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313 http://www.city.ritto.lg.jp

10 10/5(土)
雨壺山の自然
キノコ等

彦根自然観察の会
快適環境づくりをすすめる会

雨壺山 雨壺山に生育するキノコや植物、粘菌類などを中心に観察します。 〇 彦根市民一般 小学生以上100円
小雨決行、荒天中止
動きやすい服装で

彦根自然観察の会(担当:渡邉)
TEL:0749-28-3867

11 10/5(土)
自然に学び、自然を楽しむ自然家族事
業「びわ湖の日」
～カヌー～

大津市 滋賀県大津市
オーパルオプテックスフィー
ルド

琵琶湖で、カヌー体験と外来魚釣りを行います。
市内在住の4歳児～小学生の
子どもとその保護者

未定
大津市地球温暖化防止活動推進センタ
ー
TEL:077-526-7545

12 12/8(日) わくわくウォーキング (公財)滋賀県陶芸の森 滋賀県立陶芸の森 三上・田上・信楽県立自然公
園

ウォーキングしながら歩く楽しさを学ぶとともに、信楽町内の自然
や芸術を楽しみます。

〇 一般 無料 定員50名(先着)
(公財)滋賀県陶芸の森
TEL:0748-83-0909

https://www.sccp.jp/

13 1/26(日) 水鳥の観察会 快適環境づくりをすすめる会 犬上川河口 琵琶湖に飛来する水鳥を観察し、自然環境の重要性を身近に感じま
す。

〇 彦根市民一般 小学生以上100円 小雨決行、荒天中止
暖かい服装で

快適環境づくりをすすめる会(担当:平
松)

TEL:0749-26-0510

14 3/20(金祝) 早春の草花観察会 快適環境づくりをすすめる会 鳥居本町、矢倉川周辺 早春に芽吹く植物を観察・採取し、野草を調理して試食します。 〇 彦根市民一般 小学生以上100円
動きやすく汚れてもよい服装
で
悪天侯中止

快適環境づくりをすすめる会(担当:平
松)
TEL:0749-26-0510

京
都
府

1 毎週月曜と水曜 花いっぱい活動
京都府立木津川運動公園指定管
理者

京都府城陽市
城陽五里五里の丘
(京都府立木津川運動公園)

ごりごりの丘の花壇を花いっぱいにしよう。
はらっぱ花壇クラブ(ボランティア)会員も募集中です。

一般 無料 初回は要事前申込
城陽五里五里の丘
TEL:0774-66-6022
(9:00～17:00 木曜休園)

http://fmtpark.com

2 8/24(土)
花いっぱい大作戦の会
「ヒマワリ花壇のメンテナンス」

けいはんな記念公園
京都府相楽郡精華町精華台
6-1
けいはんな記念公園

花をいっぱい咲かせるためのボランティア活動です。
どなたでも参加OK、予約の必要なし。
お気軽にお問合せ下さい。

どなたでも
(未就学児は保護者同伴)

無料 開催10:00～12:00
けいはんな記念公園
TEL:0774-93-1200

https://keihanna-park.net/

3 8/25(日)
けいはんな子ども天文クラブ観望会
「夏の星雲・星団を見よう」

けいはんな科学共育デザインラ
ボ

京都府相楽郡精華町精華台
6-1
けいはんな記念公園芝生広場　
西入口付近

子供達に宇宙への興味をもってもらうために、星空で多くの天体に
ふれる機会を提供します。

どなたでも
(夜間のため保護者同伴を推
奨)

無料

開催19:30～21:00
雨天判断は開催3時間前に公

式Facebookで告知

けいはんな子ども天文クラブ公式
Facebook
https://www.facebook.com/
AstroClubKeihanna/　

https://keihanna-park.net/

4
毎月第1日曜、第2土曜、第3

金曜、第4水曜
再生の森づくり

京都府立木津川運動公園指定管
理者

京都府城陽市
城陽五里五里の丘
(京都府立木津川運動公園)

公園の中にある再生の森づくりをする活動です。
森守クラブ城陽(ボランティア)会員も募集中。

一般 無料 初回は要事前申込
城陽五里五里の丘
TEL:0774-66-6022
(9:00～17:00 木曜休園)

http://fmtpark.com

5 9/7(土)・21(土) 小枝のクラフト 山城総合運動公園

京都府宇治市広野町八軒屋谷
1番地
山城総合運動公園
遊びの森

自然の素材を使用して、自分だけの作品を作ってみよう。 どなたでも １作品100円
(公財)京都府公園公社
TEL:0774-24-1313

http://www.kyoto-park.or.jp/yamashiro/

6 9/14(土)、10/12(土) カヤネズミを守ろう 京都府立木津川運動公園指定管
理者

京都府城陽市
城陽五里五里の丘
(京都府立木津川運動公園)

日本一小さいネズミ「カヤネズミ」(京都府準絶滅危惧種)の保護活
動に参加しよう。

一般 無料
詳細はHP参照
動きやすい服装で

城陽五里五里の丘
TEL:0774-66-6022
(9:00～17:00 木曜休園)

http://fmtpark.com

1 8/23(金) 植物園で水辺の生きものを探そう 交野市環境衛生課
大阪府交野市
大阪市立大学理学部附属植物
園

植物園の水辺や水の中を探してみつけた生きものを観察して、水辺
の生きものについて学びます。

一般
(小学生以下は保護者同伴)

無料
(植物園の入園料別途必要）

要事前申込
定員24名(先着)

交野市環境衛生課
TEL:072-892-0121

2 8/25(日)
夏のアウトドア体験プログラム(ファ
ミリー)

紀泉わいわい村
大阪府泉南市
紀泉わいわい村

金剛生駒紀泉国定公園 野外料理、川遊び、生き物観察を行います。 〇 家族

高校生以上2,700円、

小・中学生2,200円、
幼児1,700円

要事前申込
定員10組

紀泉わいわい村
TEL:072-485-0661 

http://www.osakaymca.or.jp/shisetsu/kisenwaiwaimura/
index.html

3 8/25(日) セミのぬけがら探しと工作
(大阪府営）
住吉公園

大阪府大阪市
園内を巡り、セミのぬけがらや昆虫を探してみよう。
また、自然工作で夏休みの思い出を作ろう。 一般 無料

当日先着順受付
アミ、カゴ、水筒の用意と虫
よけの服装

住吉公園管理事務所
TEL:06-6671-2292

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

4 8/25(日) アメンボのふしぎ発見と浮沈子を作ろ
う！

この指たかれ
大阪府豊中市
服部緑地 都市緑化植物園

服部緑地内 アメンボの観察をした後、ペットボトルで浮沈子を作ります。 3歳～小学6年生
無料

(別途入園料210円、中学生
以下無料)

開催10:30～12:30
当日受付
定員20名(先着)

服部緑地 都市緑化植物園
TEL:06-6866-3621

http://hattori.osaka-park.or.jp/
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大
阪
府

5 8/31(土) Family Nature Program
ため池の水を全部抜いてみた

共催
都市公園石川河川公園管理共同
体、
雨ふる大地の水辺保全ネットワ
ーク　

大阪府羽曳野市
石川河川公園

石川河川公園
公園内のため池でたも網を用いて捕まえた魚や水生生物を観察しま
す。

小学生以上の子ども
(小学3年生以下は保護者同伴)

子ども500円、
大人200円
（保険料込）

開催9:30～11:00
要事前申込
定員15名(先着)
詳細はHP参照

石川河川公園管理事務所
TEL:072-956-1900

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

6 8/31(土) 摂津峡クリーン＆マナーアップ事業 高槻市 大阪府高槻市
摂津峡

摂津峡の自然環境の保全を図るため、清掃活動を行うとともに、ご
みの持ち帰りなどマナーアップの啓発を行う。 ○

地元自治会、
地元団体、
市職員

無料
高槻市環境緑政課
TEL:072-674-7483

なし

7 9/1(日) まちやまウォーキング9月
メイプルハーツ箕面公園管理事
務所

大阪府箕面市
箕面公園

箕面国定公園内
滝道沿い3か所で、箕面の自然にまつわるクイズにチャレンジしな
がら、適度な距離を歩くフリーウォーキングを行います。
箕面大滝往復約5.6kmです。

○ どなたでも 無料

開催9:30～16:00
公園事務所前でクイズカード
配布9:00～15:00
自由参加

箕面公園管理事務所
TEL:072-721-3014

http://www.mino-park.jp/

8 9/14(土) ウミホタルウォッチング せんなん里海公園管理事務所、
うみべの森

大阪府泉南郡岬町
せんなん里海公園
ときめきビーチ

大阪府営公園 美しい海にしか生息しない貴重なウミホタルを採取し、幻想的に光
る様子を観察します。

一般 無料
要事前申込
定員60名
詳細はHP参照

せんなん里海公園管理事務所
TEL:072-494-2626

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

9 9/22(日)
レッツ久宝探検隊
「昆虫観察会」

久宝寺緑地管理事務所 大阪府八尾市
久宝寺緑地

大阪府営公園 公園内の昆虫を採集し、特徴や鳴き声等を観察します。 一般 無料
持ち物：水筒、雨具、あれば
ルーペ、虫めがね、体を動か
しやすい服装、靴で

久宝寺緑地管理事務所
TEL:072-992-2489

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

10 10/13(日) 野草のガッコウ 蜻蛉池公園管理事務所
大阪府岸和田市
蜻蛉池公園

大阪府営公園
講師の先生と園内を散策し、秋の野草や果実について学んだ後、お
楽しみ試食会を行います。

一般 100円(保険料)
要事前申込
定員20名(先着)
詳細はHP参照

蜻蛉池公園管理事務所
TEL:072-443-9671

https://tonboike-park.net/

奈
良
県

1 8/24(土)
吉野熊野国立公園大台ヶ原地区自然観
察会

近畿地方環境事務所
奈良県吉野郡上北山村
大台ヶ原

吉野熊野国立公園
東大台を一緒に散策して、見どころや自然、取組みをご紹介しま
す。

○ 小学生以上 100円(保険料)

雨天決行、荒天中止
持ち物：弁当、飲料、雨具必
須
詳細はHP参照

近畿地方環境事務所吉野管理官事務所
TEL:0746-34-2202

http://kinki.env.go.jp/to_2019/post_160.html

2 9/28(土)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

奈良県吉野郡上北山村
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の実施をします。 ○ 一般

有料
(弁当代・保険料・立入手数

料)

雨天決行
持ち物：水筒、雨具必須
公共交通機関での参加要

上北山村地域活性化イベント実行委員
会
TEL:07468-2-0001

3 10/6(日)
吉野熊野国立公園大台ヶ原地区自然観
察会

近畿地方環境事務所
奈良県吉野郡上北山村
大台ヶ原

吉野熊野国立公園
東大台を一緒に散策して、見どころや自然、取組みをご紹介しま
す。

○ 小学生以上 100円(保険料)

雨天決行、荒天中止
持ち物：弁当、飲料、雨具必
須
詳細はHP参照

近畿地方環境事務所吉野管理官事務所
TEL:0746-34-2202

http://kinki.env.go.jp/to_2019/post_160.html

和
歌
山
県

1 8/24(土) 紀州路クリーン大作戦2019 和歌山県由良町 和歌山県内の国道、県道、市
町村道

道路の役割及び重要性について改めて考え、ふれあう機会をつくる
ことを目的に、清掃活動等を行います。

由良町が依頼する各団体 無料
由良町産業建設課
TEL:0738-65-1203

-

2 10/6(日) 秋の草花・昆虫採集 和歌山市立こども科学館 四季の郷公園
四季の郷公園で見られる秋の草花や昆虫について、観察や採集して
調べます。

一般市民、
子ども(保護者同伴)

無料
電話受付
抽選
詳細はＨＰ参照

こども科学館
TEL:073-432-0002

http://kodomo123.jp/
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