
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

福
岡
県

1 8/24(土) 水辺の生き物観察会 北九州市 北九州門司区大字喜多久 もじ少年自然の家 水辺で生き物を捕まえ、水槽に入れて観察・解説を行います。 市民 無料

8/1号市政だより掲載
要事前申込
定員40名(申込多数時は抽選)
歩きやすい濡れてもよい靴・
服装

北九州市環境監視課
TEL:093-582-2239

2 8/24(土) カヌー体験＆自然観察 関川・諏訪川流域会議 諏訪川 河川の自然環境に親しむためカヌーに乗り、普段見ることがない川
の様子や、川辺の植物等を観察する学習会です。 ○

大牟田市、荒尾市、南関町在
住の小学4年生以上
(保護者同伴の場合は低学年
可)

無料 定員30名
大牟田市環境保全課
TEL:0944-41-2721

3 8/24(土) 星空観察会
リフレスおおむた
大牟田市環境保全課

リフレスおおむた
星空観察を通して、雄大な宇宙の神秘性と環境問題について学びま
す。

○ 小学生以上 無料 雨天実施の際は説明のみ
リフレスおおむた
TEL:0944-58-7777

http://rifuresu.omuta.fukuoka.jp

4 9/28(土) 貫山展望登山 福岡県平尾台自然観察センター
北九州市小倉南区
平尾台

北九州国定公園 貫山(企救富士)までの景観を楽しむ登山です。 ○ 小学生以上 無料
要事前申込
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 10/19(土) ススキ観賞登山 福岡県平尾台自然観察センター
北九州市小倉南区
平尾台

北九州国定公園
平尾台のススキを観賞しながら、四方台までの山登りを楽しみま
す。

○ 小学生以上 無料
要事前申込
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

佐
賀
県

1 10/5(土) 合同美化活動 多久美化クラブ 多久聖廟 どなたでも 無料

長
崎
県

1 9/22(日) 長崎川棚海フェスタ2019 (一社)川棚町観光協会 川棚町大崎自然公園海水浴場 川棚町大崎自然公園海水浴場 シーカヤックやフィッシング、フライボードなど、海でさまざまな
体験イベントを行います。

一般
有料

(弁当代・保険料・立入手数
料)

詳細は現時点で未定
(一社)川棚町観光協会
TEL:0956-82-2661 http://kankou-kawatana.jp/

2 3月 虚空蔵山登山会 (一社)川棚町観光協会 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。

○ 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:0956-82-2661

http://kankou-kawatana.jp/

熊
本
県

1 8/24(土) ウミホタルの観察会

天草ビジターセンター、
熊本大学水循環・減災研究教育
センター合津マリンステーショ
ン

上天草市松島町樋合海水浴場 雲仙天草国立公園
「ウミホタル」を観察し、実際に触れることにより、自然の不思議
さ、偉大さなどを感じよう。

どなたでも
(小学生3年生以下は保護者同
伴)

500円、
3歳以下150円

要事前申込
定員100名(先着)

天草ビジターセンター
TEL:0969-56-3665

2 8/31(土) ハクセンシオマネキの観察会

天草ビジターセンター、
熊本大学水循環・減災研究教育
センター合津マリンステーショ
ン

熊本県上天草市松島町永浦干
潟 雲仙天草国立公園

ハクセンシオマネキを観察しながら、自然とのふれあいを楽しみ自
然の雄大さや大切さを学びます。

どなたでも
(小学生3年生以下は保護者同
伴)

500円、

3歳以下150円
要事前申込
定員50名(先着)

天草ビジターセンター
TEL:0969-56-3665

大
分
県

1
8/25(日)、9/22(日)、
10/27(日)、11/24(日)

猪の瀬戸湿原自然観察会 NPO法人猪の瀬戸湿原保全の会
別府市東山
猪の瀬戸湿原

阿蘇くじゅう国立公園内 阿蘇くじゅう国立公園内にある湿原で、自然観察会を開催します。 一般
200円

(保険料等)

当日参加可
10名以上の団体は要事前申込
詳細はHP参照

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

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

2 9/7(土) 令和元年度 第2回 大分市身近な自然観
察会

大分市 七瀬川自然公園 七瀬川自然公園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
(小学生以下は保護者同伴)

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

3 9/14(土) 第8回 乙津川で遊ぼう！ 乙津川で遊ぼう実行委員会 乙津川水辺の楽校 一級河川
カヌー＆ゴムボートで遊ぼう。
生き物観察コーナーなどもあります。

一般
(小学生以下は保護者同伴) 無料 小学生以下は保護者同伴で

大分市河川課
TEL:097-537-5632

http://www.city.oita.oita.jp
8/15以降に掲載予定

4 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

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 10/20(日) 自然観察教室 宇佐自然と親しむ会 二葉山神社 低地の残存林を観察します。 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

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 11/17(日) 自然観察教室 宇佐自然と親しむ会 寄藻川河口干潟清掃 干潟の清掃と植物等を観察をします。 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

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/

1 通年 ネイチャーゲーム 鹿児島市
鹿児島県鹿児島市
観光農業公園

自然の中で五感を活用して、楽しく自然とのつながりを実感できる
ゲームを行います。

小学生以上 100円 詳細はHP参照
グリーンファーム(観光農業公園)

TEL:099-345-3337

2 通年 牧神山ハイキング 鹿児島市 鹿児島県鹿児島市
観光農業公園

園内の牧神山(まきがみやま)までの遊歩道を、ガイド付きで散策し
ます。

○ 小学生以上 200円 詳細はHP参照
グリーンファーム(観光農業公園)
TEL:099-345-3337

3 通年 森の時計屋さん 鹿児島市 鹿児島県鹿児島市
観光農業公園

どんぐりや枝など自然の素材を使って、時計を作ります。 どなたでも 1,500円 詳細はHP参照
グリーンファーム(観光農業公園)
TEL:099-345-3337

4 8/22(木)～25(日) チャレンジ南薩探検隊 南薩少年自然の家 南薩少年自然の家
南薩の自然や歴史に触れる活動を通して、郷土鹿児島のよさや自然
環境に関心を持つとともに、自ら考え判断し、仲間と協力しながら
困難に立ち向かうたくましさを身につけます。

小学5年～中学3年生 8,800円 詳細はHP参照
南薩少年自然の家
TEL:0993-77-2500

　http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/nansatsu/
index.html

5 8/24(土) 夏の星空観望会
「夏の大三角と天の川」

青少年研修センター 県立青少年研修センター 夏の星空を観察することを通して、宇宙の雄大さにふれ、星座や天
体に興味・関心を高めます。

県民 無料 定員200名程度
青少年研修センター
TEL:099-294-2111

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/seisyouken/
index.html

6 8/24(土)～25(日) ファミリーキャンプ夏物語② 青少年研修センター 県立青少年研修センター
テント設営や野外炊事、星空観望等を通して、家族の絆を深めま
す。

家族 700円/人
要事前申込
定員18組(先着)

青少年研修センター
TEL:099-294-2111

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/seisyouken/
index.html

7 8/24(土) ちびっこ宝さがし (株)日本水泳振興会 阿久根大島 阿久根県立自然公園 砂浜での宝さがしイベントです。 幼児～小学生 無料 景品有り
(株)日本水泳振興会
TEL:0996-72-5920

http://akune-oshima.com/event.html
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鹿
児
島
県

8 8/24(土)～25(日) チャレンジキャンプ夏 奄美少年自然の家
鹿児島県奄美市県立奄美少年
自然の家

キャンプ生活、海洋・海浜活動(カヌー・熱帯魚ウオッチング・海遊
び)、キャンプファイヤー等を行います。

小学4年～中学生 2,000円
要事前申込
定員48名
詳細はHP参照

奄美少年自然の家
TEL:0997-53-1032

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/amami/index.html

9 9/15(日) きりしま十五夜観望会 霧島自然ふれあいセンター 霧島自然ふれあいセンター
中秋の名月や季節を代表する星座の観望を通して、家族･グループ間
のふれあいを深めます。

一般 無料 詳細はHP参照
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

10
9/15(日)、
10/12(土)、

11/9(土)
世界遺産・ジオパークバスツアー 世界遺産・ジオパーク推進課 鹿児島市吉野周辺

本市の世界文化遺産や桜島・錦江湾ジオパークの見どころを巡る、
日帰りバスツアーを行います。

○
どなたでも
(中学生以下は保護者同伴)

高校生上1,800円、
小中学生1,300円、
未就学児は無料

昼食代、各施設の入場料は参
加費に含まれる。

世界遺産・ジオパーク推進課
TEL:099-216-1313

11 10/27(日) 霧島さわやかトレッキング
秋編 霧島自然ふれあいセンター

霧島自然ふれあいセンター、
池巡り 霧島錦江湾国立公園

池巡りや白鳥山登山を通して、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)

要事前申込
定員40名(先着)
詳細はHP参照

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 10/27(日)
秋のサイクリング
「吹上浜でビーチコーミング」 南薩少年自然の家 南薩少年自然の家

南薩の秋のサイクリングや、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。 県民一般 700円 詳細はHP参照

南薩少年自然の家
TEL:0993-77-2500

　http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/nansatsu/
index.html

13 11/2(土)～3(日祝) きりしま秋のファミリーキャンプ 霧島自然ふれあいセンター
霧島自然ふれあいセンターと
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

要事前申込
定員10家族(先着)
詳細はHP参照

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 12/14(土)
きりしま星空観望会
「ふたご座流星群」

霧島自然ふれあいセンター 霧島自然ふれあいセンター ふたご座流星群や季節を代表する星座の観望を通して、星や月等の
天体を観測します。

一般 無料 詳細はHP参照
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

15 12/14(土) 冬の星空観望会 南薩少年自然の家 南薩少年自然の家
季節の代表的な星座や流星群などの観察をします。
宇宙の神秘や雄大さにふれ、天体や自然への興味関心を高めます。

県民一般 無料 詳細はHP参照
南薩少年自然の家
TEL:0993-77-2500

　http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/nansatsu/
index.html

16 12/21(土)～22(日) チャレンジ霧島 in Winter 霧島自然ふれあいセンター
霧島自然ふれあいセンター、
大幡池

霧島錦江湾国立公園
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～中学生 未定
要事前申込
定員35名(先着)

詳細はHP参照

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

17 1/18(土)～19(日)
霧島山中独り寝体験
ステップⅠ

霧島自然ふれあいセンター 霧島自然ふれあいセンターと
周辺

独り寝体験の本番に向けて、施設内キャンプ場でテント設営や野外
炊飯を体験します。

小学5年～中学生 未定
要事前申込
定員20名(先着)
詳細はHP参照

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 1/25(土)～26(日)
霧島山中独り寝体験
 ステップⅡ

霧島自然ふれあいセンター
霧島自然ふれあいセンター、
栗野岳 霧島錦江湾国立公園

栗野岳麓の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～中学生 未定

要事前申込
定員20名(先着)
詳細はHP参照

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

19 1/26(日) 冬のウォッチング
「クロツラヘラサギを探そう」

南薩少年自然の家 南薩少年自然の家 南薩の冬の万之瀬川河口でのバードウォッチングなど、自然に親し
みます。

県民一般 500円 詳細はHP参照
南薩少年自然の家
TEL:0993-77-2500

　http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/nansatsu/
index.html

20 2/1(土)～2(日) 霧島山楽隊 樹氷編 霧島自然ふれあいセンター
霧島自然ふれあいセンター、
韓国岳

霧島錦江湾国立公園 韓国岳登山を通して、登山の楽しさや自然の美しさを満喫します。 ○ 一般 未定

要事前申込
定員40名(先着)
詳細はHP参照

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

沖
縄
県

1 8/21(水)～8/31(土) 企画展
「沖縄のアリから見る生物の多様性」 やんばる自然体験活動協議会

沖縄県国頭村字比地
やんばる野生生物保護センタ
ー

やんばる国立公園
全国約300種のアリのうち、沖縄で確認されている種は100種以上！
アリの魅力に迫ります。

○ 来館者 無料 ※7/16(火)から開催 やんばる野生生物保護センター
TEL:0980-50-1025

http://www.ufugi-yambaru.com/

2 8/24(土) ナイトウォーク 漫湖水鳥・湿地センター
沖縄県豊見城市
漫湖水鳥・湿地センター

国指定漫湖鳥獣保護区
夜の漫湖の湿地のいきものを観察します。

一般 100円
漫湖水鳥・湿地センター
TEL:098-840-5121 http://www.manko-mizudori.net/

3 8/24(土)～25(日) 夏のファミリーキャンプ 沖縄県立宮古青少年の家 沖縄県立宮古青少年の家 キャンプで自然に親しみ、親子の絆を深めます。
親子、
一般

1,500円
要事前申込
定員10家族

宮古青少年の家
TEL:0980-72-8884

http://www.miyako-banzu.com/miyako/

4 8/25(日) 水の中のいきものたち 漫湖水鳥・湿地センター
沖縄県豊見城市
漫湖水鳥・湿地センター

国指定漫湖鳥獣保護区 漫湖に生息する、魚類の生態を探る観察会です。 一般 100円
漫湖水鳥・湿地センター
TEL:098-840-5121

http://www.manko-mizudori.net/

5 9/8(日) 石川岳登山を楽しむ 石川青少年の家 石川青少年の家 動植物を愛でながら、登山を楽しみます。 ○ 家族、
一般

500円 詳細はHP参照
石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://www.unai-sc.net/

6 9/21(土) ナイト登山 石川青少年の家 石川青少年の家
夜の登山体験を通して、フレッシュな気分を味わい、夜景をエンジ
ョイします。

○ 中学生以上 500円 詳細はHP参照
石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://www.unai-sc.net/

7 9/21(土) 国頭村
森林セラピーツアー

安波ダムまつり実行委員会 沖縄県国頭村 やんばる国立公園 癒しの効果のある散策路を、専門のガイドが案内します。 ○ 一般 2,000円 詳細はHP参照
国頭村役場 企画商工観光課
TEL:0980-41-2622

http://kunigami-forest-therapy.jp/

8 9/25(水)～11/10(日)
企画展
「侵略的外来種の脅威」

やんばる自然体験活動協議会
沖縄県国頭村字比地
やんばる野生生物保護センタ
ー

やんばる国立公園 やんばるの外来種についての企画展です。 来館者 無料
やんばる野生生物保護センター
TEL:0980-50-1025

http://www.ufugi-yambaru.com/

9
9/29(日)、
11/17(日)

ノルディックウォーキング講座②
名護岳ハイキングコース

沖縄県立名護青少年の家 沖縄県名護市
トレッキングや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もう。

○ 中学生以上 700円/人 定員各回30名
沖縄県立名護青少年の家
TEL:0980-52-2076

https://www.opnyc.jp/

10 10/6(日) 歌碑めぐり 石川青少年の家 石川青少年の家、
所外

歌意を理解し、同時に歴史や文化を学びます。
それを通して、沖縄のこころの再発見の機会とします。

一般 1500円 詳細はHP参照
石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://www.unai-sc.net/

11 10/19(土)～20(日) 親子ふれあいキャンプ③
「オータムキャンプ」

沖縄県立名護青少年の家 沖縄県名護市
キャンプなど野外活動を通じて、親子でふれあいながら、名護岳周
辺の植物について学び、山菜等を収穫・調理して実際に食します。 

○
親子

(3歳以上)
小人2,500円/人
大人3,000円/人

定員30名
沖縄県立名護青少年の家
TEL:0980-52-2076

https://www.opnyc.jp/

12 10/27(日) やんばる自然教室
「名護岳に登ろう！」 沖縄県立名護青少年の家 沖縄県名護市

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
キングコースを紹介します。
また、専門家を講師に招き、やんばるに生息する昆虫や植物観察を
一緒に楽しみましょう。

○ 一般 1,000円/人 定員30名 沖縄県立名護青少年の家
TEL:0980-52-2076

https://www.opnyc.jp/
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13 10/27(日)
星空観察Ⅳ
「秋の星空編」

(学)KBC学園沖縄県立糸満青少
年の家

(学)KBC学園沖縄県立糸満青
少年の家

冬の夜空に輝く星座を観察し、宇宙への好奇心と探求心を養いま
す。

親子 300円
糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman

14 11/16(土)～17(日) ファミリーキャンプパートⅡ
(学)KBC学園沖縄県立糸満青少
年の家

(学)KBC学園沖縄県立糸満青
少年の家

親子がキャンプを通して、自然の中での楽しさを知り、家庭や地域
で意欲を持った人材の育成を図ります。

親子
大人2,500円、
子供2,000円

糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman

15 12/1(日)～1/31(金) 企画展
「やんばるの景観と国立公園」

やんばる自然体験活動協議会 やんばる野生生物保護センタ
ー（沖縄県国頭村字比地）

やんばる国立公園 やんばる国立公園の景観に関するパネル展示です。 来館者 無料
やんばる野生生物保護センター
TEL:0980-50-1025

http://www.ufugi-yambaru.com/

16 12/14(土)～15(日) ファミリーキャンプパートⅢ
(学)KBC学園沖縄県立糸満青少
年の家

(学)KBC学園沖縄県立糸満青
少年の家

親子がキャンプを通して、自然の中での楽しさを知り、家庭や地域
で意欲を持った人材の育成を図ります。

親子
大人2,500円、
子供2,000円

糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman

17 1/11(土) おもと登山 石垣青少年の家 おもと岳
沖縄一高い山を新年の決意を込めて踏破し、心身共に強い一年を目
指します。
頂上で新年の決意を自分宛の手紙に書いて、年末に送付します。

○ 一般市民 150円
石垣青少年の家
TEL:098082-7301

ishigaki-yh@beach.ocn.ne.jp

18 1/25(土) 第7回 名護青少年の家まつり 沖縄県立名護青少年の家 沖縄県名護市
「名護さくら祭り」に合わせて、名護岳の自然に触れる機会を提供
します。 ○ 一般 無料

沖縄県立名護青少年の家
TEL:0980-52-2076

https://www.opnyc.jp/

19 1/26(日) なんぐすく桜見健康ウォーク 沖縄県立名護青少年の家 沖縄県名護市
「名護さくら祭り」と連携し、見ごろを迎えるヒカンザクラの開花
を楽しみながら、史跡を訪ね地域の自然や歴史に触れてみません
か。

○ 小学生以上 無料 定員50名程度
沖縄県立名護青少年の家
TEL:0980-52-2076

https://www.opnyc.jp/

20 2/8(土) ナゴランを育てよう 沖縄県立名護青少年の家 沖縄県名護市
沖縄国際洋蘭博覧会と連動し、県立北部農林高校の方たちを講師と
して招き、名護岳で絶滅したナゴランを人為的に着生させ、ナゴラ
ンを育てることを通じて環境保全への理解を深めます。

○ 小学生以上 500円/人 定員20名 沖縄県立名護青少年の家
TEL:0980-52-2076

https://www.opnyc.jp/

21 3/20(金祝)～22(日) キッズアドベンチャー 沖縄県立名護青少年の家 沖縄県名護市
やんばるの豊かな自然の中で共同宿泊体験や環境学習、野外活動等
の様々な自然体験や生活体験を実践することにより、心豊かな子ど
もの育成を図ります。

○ 小学4年～中学3年生 5,000円/人 定員20名 沖縄県立名護青少年の家
TEL:0980-52-2076

https://www.opnyc.jp/
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