
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

北
海
道

1 8/22(木) 旭山八十八ヶ所地蔵巡り 旭川市東旭川公民館 旭山
四国からの入植者が建立した、旭山の八十八ヶ所の地蔵を巡りま
す。

○ 成人 無料
要事前申込
定員15名(先着)

旭川市東旭川公民館
TEL:0166-36-1017

-

2 9/8(日)
アイヌ民族が利用した植物
～秋編～ 釧路湿原国立公園連絡協議会 北海道鶴居村温根内 釧路湿原国立公園

実りの秋。
アイヌ民族が利用した植物を観察する、秋バージョンです。 一般 無料

要事前申込
定員15名

温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

3
9/8(日)、10/20(日)、

11/10(日)、12/8(日)、1/5(日) バードカービング講座(全5回) 釧路湿原国立公園連絡協議会 北海道標茶町塘路湖エコミュ
ージアムセンター

釧路湿原国立公園
釧路湿原に生息する野鳥をモデルに、角材を削り、彩色して完成さ
せます。
全5回の講座参加可能な方対象です。

一般
(全5回の講座参加可能な方)

5,500円
(材料費)

要事前申込
定員10名

塘路湖エコミュージアムセンター
TEL:015-487-3003 http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

4 10/6(日)
ザリガニウォッチング
～ニホンザリガニ編～ 釧路湿原国立公園連絡協議会 北海道鶴居村温根内 釧路湿原国立公園

釧路湿原に生息する絶滅危惧種ニホンザリガニの生態を知り、生息
環境を観察します。 一般 無料

要事前申込
定員15名

温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

5 10/19(土) ムックリ（口琴）を作ろう 釧路湿原国立公園連絡協議会 北海道標茶町塘路湖エコミュ
ージアムセンター

釧路湿原国立公園 アイヌの人たちが使っていた楽器、ムックリを作って、その音色を
楽しみましょう。

一般
300円

(材料費)
要事前申込
定員15名

塘路湖エコミュージアムセンター
TEL:015-487-3003

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

6 10/26(土) 晩秋の湿原　野鳥観察会 釧路湿原国立公園連絡協議会
北海道標茶町シラルトロ湖・
蝶の森周辺

釧路湿原国立公園
ヒシクイやオオハクチョウなどの渡り鳥が飛来する時期です。
秋から冬にかけての野鳥の暮らしを観察します。

一般 無料
要事前申込
定員15名

塘路湖エコミュージアムセンター
TEL:015-487-3003 http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

7 11/17(日) 初冬の植物を見に行こう 釧路湿原国立公園連絡協議会 北海道鶴居村温根内 釧路湿原国立公園
これから厳しい冬を迎える湿原。
植物たちはどのような戦略で、冬を乗り切るのでしょうか。 一般 無料

要事前申込
定員15名

温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

8 11/23(土祝) クリスマスリースを作ろう 釧路湿原国立公園連絡協議会
北海道標茶町塘路湖エコミュ
ージアムセンター

釧路湿原国立公園
松ぼっくりや木の実などの自然の素材を使って、リースを作りま
す。

一般
500円

(材料費)
要事前申込
定員10名

塘路湖エコミュージアムセンター
TEL:015-487-3003

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

9 11/24(日) クリスマスリースを作ろう 釧路湿原国立公園連絡協議会 北海道鶴居村温根内 釧路湿原国立公園
もうすぐクリスマス。
自然の素材を使って、オリジナルリースを作成しましょう。

一般
500円

(材料費)
要事前申込
定員15名

温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

10 12/1(日) 地形を見て歩く！湿原探索 釧路湿原国立公園連絡協議会 北海道鶴居村温根内 釧路湿原国立公園
花や葉が枯れ落ち、遠くまで見渡せるこの時期。
普段注目しない湿原周辺の「地形」に、スポットを当てます。 一般 無料

要事前申込
定員15名

温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323 http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

11 1/18(土) 連凧を作って揚げよう 釧路湿原国立公園連絡協議会 北海道標茶町塘路湖エコミュ
ージアムセンター周辺

釧路湿原国立公園 自作の凧に干支文字やイラストなどを描いて、新年を迎えた湿原の
空に掲げてみましょう。

一般
100円

(材料費)
要事前申込
定員15名

塘路湖エコミュージアムセンター
TEL:015-487-3003

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

12 1/19(日) 湿原アニマルトラッキング 釧路湿原国立公園連絡協議会 北海道鶴居村温根内 釧路湿原国立公園 雪の上の足跡や、あちこちに残る痕跡から、湿原周辺の動物の行動
と暮らしについて考えましょう。

一般 無料
要事前申込
定員15名

温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

13 2/8(土) 釧路湿原フィールドウォッチング 釧路湿原国立公園連絡協議会
北海道標茶町シラルトロ湖・
蝶の森周辺

釧路湿原国立公園
雪のフィールドを散策しながら、釧路湿原の自然や遺跡を観察しま
す。
スノーシューを使用します。

一般 無料
要事前申込
定員10名

塘路湖エコミュージアムセンター
TEL:015-487-3003 http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

14 2/9(日) おおたき国際スキーマラソン おおたき国際スキーマラソン実
行委員会

大滝総合運動公園、長流川及
び徳舜瞥山麓周辺の常設コー
ス

クロスカントリースキーを通して、健康増進を図るとともに、大滝
の美しい自然を満喫できます。

○ 一般 1,500～2,500円 -
伊達市大滝総合支所地域振興課
TEL:0142-68-6111

-

15 2/16(日) 初めてのスノーシューハイク 釧路湿原国立公園連絡協議会 北海道鶴居村温根内 釧路湿原国立公園
スノーシューってどんなの？
初心者さんでも安心して参加できます。
雪に覆われた釧路湿原を歩いてみましょう。

一般 無料
要事前申込
定員10名

温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

16 3/1(日) 湿原の裏山でスノーシューハイク 釧路湿原国立公園連絡協議会 北海道鶴居村温根内 釧路湿原国立公園
残雪の裏山をスノーシューで歩き、雪解けを待つ植物などを観察し
ます。

一般 無料
要事前申込
定員10名

温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

17 3/7(土) 塘路フィールドウォッチング 釧路湿原国立公園連絡協議会
北海道標茶町塘路湖エコミュ
ージアムセンター周辺

釧路湿原国立公園
残雪のフィールドを散策しながら、釧路湿原の自然や遺跡などを観
察します。
スノーシューを使用します。

一般 無料
要事前申込
定員10名

塘路湖エコミュージアムセンター
TEL:015-487-3003

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

青
森
県

1 9/7(土) 子ども自然観察クラブ 弘前市立中央公民館
弘前文化センター、
弘前城植物園

植物園内の草木や花を観察しながら、見たこと、感じたこと、を俳
句にします。 弘前市内の小・中学生

1,000円
(年会費)

句集を作成し、会員(小・中学
生)に配布

弘前市立中央公民館
TEL:0172-33-6561

www.city.hirosaki.aomori.jp

2
8/21(水)、8/24(土)～

10/27(日)の土・日・祝日
鮫角灯台一般開放 八戸市

青森県八戸市
鮫角灯台

三陸復興国立公園
日本の灯台50選に選定されている鮫角灯台から、JR八戸線と種差海
岸が眼下に広がります。

一般 無料
悪天候(大雨警報、暴風警報、
雷注意報等)の発令時は中止

八戸シーガルビューホテル
TEL:0178-33-3636

https://hachinohe-kanko.com/1838

3
8/24(土)～9/28(土)の土曜日

と8/25(日)
2019 種差朝ヨガ 種差あねっこ

青森県八戸市
種差天然芝生地 三陸復興国立公園

青空の下、緑の芝生の上で、朝日を浴びながらヨガを楽しみ、癒し
の時間を過ごせます。 一般

500円
(保険料込み)

雨天時は近隣の南浜公民館2
階に会場を変更し実施

種差あねっこ
TEL:0178-38-2221

4 9/7(土)・21(土) 乗馬体験 in 種差海岸 (一財)VISITはちのへ
青森県八戸市
種差天然芝生地

三陸復興国立公園
かつて放牧されていた原風景を再現。
引き馬による体験なので初心者、子どもでも気軽に乗馬体験できま
す。

一般
大人700円、

小学生以下500円
雨天中止

種差観光協会
TEL:0178-38-2024

岩
手
県

1
7/20(土)、

8/21(水)～25(日)
森のビンゴ

岩手県滝沢森林公園指定管理者
KOIWAI

岩手県滝沢森林公園 森の探検に、出かけましょう。 ○ どなたでも 無料
岩手県滝沢森林公園ネイチャーセンタ
ー
TEL:019-688-5522

2
8/24(土)、9/28(土)、
10/26(土)、11/9(土)

シェアリングネイチャー
岩手県滝沢森林公園指定管理者
KOIWAI

岩手県滝沢森林公園 ネイチャーゲームを楽しみながら、自然との一体感を体験します。 ○ どなたでも 無料
要事前申込
定員20名(先着)

岩手県滝沢森林公園ネイチャーセンタ
ー
TEL:019-688-5522

3
9/14(土)、11/9(土)、
1/11(土)、3/14(土)

バードカービング教室
岩手県滝沢森林公園指定管理者
KOIWAI

岩手県滝沢森林公園
お気に入りの小鳥を木彫りで作ります。
身近な自然の観察が基礎となります。

○ 小学4年生以上 500円＋材料費1,000円
要事前申込
定員20名(先着)

岩手県滝沢森林公園ネイチャーセンタ
ー
TEL:019-688-5522

4

9/15(日)、10/20(日)、
11/17(日)、12/15(日)、
1/19(日)、2/16(日)、 

3/15(日)

定例森の観察会
岩手県滝沢森林公園指定管理者
KOIWAI

岩手県滝沢森林公園
(11/17のみ御所湖で冬鳥観
察)

森の不思議を専門の講師と共に、めぐります。 ○ どなたでも 無料 当日申込
岩手県滝沢森林公園ネイチャーセンタ
ー
TEL:019-688-5522

5 1/26(日)、2/23(日祝) スノーシュー体験会
岩手県滝沢森林公園指定管理者
KOIWAI 岩手県滝沢森林公園 白銀の森をスタッフの案内で、めぐります。 ○ 小学4年生以上 無料

岩手県滝沢森林公園ネイチャーセンタ
ー
TEL:019-688-5522

秋
田

1 9/1(日)
第4回 秋田駒ヶ岳自然観察会
「エゾオヤマリンドウ」

休暇村乳頭温泉郷
秋田県仙北市
秋田駒ヶ岳

十和田八幡平国立公園 秋田駒ヶ岳の自然歩道を歩きながら、自然観察会を行います。 ○ 一般 有料(保険料)
休暇村乳頭温泉郷
TEL:0187-46-2244

 1

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/
https://hachinohe-kanko.com/1838


田
県 2 10/6(日)

第5回 秋田駒ヶ岳自然観察会
「チングルマの紅葉」

休暇村乳頭温泉郷
秋田県仙北市
秋田駒ヶ岳 十和田八幡平国立公園 秋田駒ヶ岳の自然歩道を歩きながら、自然観察会を行います。 ○ 一般 有料(保険料)

休暇村乳頭温泉郷
TEL:0187-46-2245

山
形
県

1 9/7(土) 秋の渡りとイヌワシ観察会 猛禽類保護センター活用協議会 鳥海山 秋に渡る猛禽類の観察と、イヌワシの観察を行います。 ○ 小学生以上 300円 猛禽類保護センター www.raptor-c.com

2 11/16(土) ハクチョウ観察会 猛禽類保護センター活用協議会 酒田市スワンパーク 早朝に巣立ちをする、ハクチョウやカモ類を観察します。 小学生以上 300円 猛禽類保護センター www.raptor-c.com

福
島
県

1 通年開催 わくわく散歩 裏磐梯ビジターセンター 裏磐梯ビジターセンター周辺 磐梯朝日国立公園 裏磐梯ビジターセンター周辺の自然の動植物について、楽しくご案
内します。 ○ 来館者 中学生以上100円/人 1回30分程度

裏磐梯ビジターセンター
TEL:0241-32-2850

www.urabandai-vc.jp

2 8/21(水)～31(土) 夏休みスライドトーク 裏磐梯ビジターセンター
裏磐梯ビジターセンター
レクチャールーム

磐梯朝日国立公園
磐梯山の成り立ちや五色沼の秘密、そこに住む動植物や国立公園を
歩く際の約束事などを、スライドで解説します。

○ 来館者 無料
期間中の平日10:45開催
※7/13(土)～8/31(土)まで開催

裏磐梯ビジターセンター
TEL:0241-32-2850

www.urabandai-vc.jp

3 8/21(水)～31(土) 雪室見学会 裏磐梯ビジターセンター 裏磐梯ビジターセンター
雪室

磐梯朝日国立公園
裏磐梯ビジターセンターでは、冬季の積雪を貯蔵して、夏季の館内
冷房に活用をしています。
その仕組みをご案内します。

○ 来館者 無料
期間中の平日10:45開催
※7/13(土)～8/31(土)まで開催

裏磐梯ビジターセンター
TEL:0241-32-2850

www.urabandai-vc.jp

4 8/24(土)
夏期星空観察
（スターウォッチング）

いわき天文同好会
福島県いわき市
高久公民館

星空の観察という身近な方法により、大気環境保全の重要性につい
て普及・啓発することを目的に、星空観察会を実施します。

一般
(小学生以上)

無料 事前申込不要
いわき天文同好会
TEL:0246-31-0541

http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/
1494378079731/index.html

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 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/

 2

http://www.raptor-c.com/
http://www.raptor-c.com/
http://www.urabandai-vc.jp/
http://www.urabandai-vc.jp/
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http://www.pref.tochigi.lg.jp/m62/education/shougai/kanrenshisetu/ohira-top.html
http://www.kazawa.jp/
http://www.kazawa.jp/
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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/

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/

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/
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埼
玉
県

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

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/
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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/

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/
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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/  

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/  
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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/  

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
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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/

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/  
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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

神
奈
川
県

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

-

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/
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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

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

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/
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石
川
県

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/

福
井
県

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/

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/
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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/

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/

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

静
岡
県

1 8/23(金)～25(日) 御前崎のウミガメ放流観察会 御前崎市教育委員会 マリンパーク御前崎、
下岬海岸

国の天然記念物のアカウミガメの子どもが、海に帰る様子を観察し
ます。

一般 無料 ふ化状況・天候により中止に
なる場合があります。

御前崎市教育委員会社会教育課
TEL:0537-29-8735

http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/soshiki/
shakaikyoiku/bunka/omaezakinoumigame/
umigamegakusyu/horyukansatukai.html

2 9/7(土)～8(日) 山コン＠県民の森
静岡県県民の森
(指定管理者：井川森林組合)

静岡県県民の森 奥大井県立自然公園
カヌー体験、バーベキュー、キャンプファイヤー等を行い、親交を
深めます。

〇 一般
男性7,000円、
女性4,000円

宿泊費・食費込
詳細はHP参照

静岡県県民の森
TEL:054-260-2214

http://www.kenmori.info

3 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。

〇 小学生以上 無料 未定 なし

4 9/28(土)～29(日) きのこ観察会
静岡県県民の森
(指定管理者：井川森林組合) 静岡県県民の森 奥大井県立自然公園 各グループごとにきのこを採取し、同定会を行います。 〇 一般

大人1,200円、
中学生以下600円
(宿泊費は別途)

詳細はHP参照 静岡県県民の森
TEL:054-260-2214

http://www.kenmori.info

5 10/22(火) 紅葉観察会
静岡県県民の森
(指定管理者：井川森林組合)

静岡県県民の森 奥大井県立自然公園 散策しながら、県民の森内の紅葉を楽しみます。 〇 一般
4,000円

(バス代・保険代込)
詳細はHP参照

静岡県県民の森
TEL:054-260-2214

http://www.kenmori.info

6 11/16(土)～17(日) 焼きいもナイト
静岡県県民の森
(指定管理者：井川森林組合)

静岡県県民の森 奥大井県立自然公園 落ち葉を使い、焼き芋を楽しみます。
翌日は、配線跡を歩きます。

〇 一般
大人1,000円、
子ども500円

(宿泊費は別途)
詳細はHP参照

静岡県県民の森
TEL:054-260-2214

http://www.kenmori.info

愛
知
県

1 8/24(土) 自然観察会
「ザリガニ釣り＆田んぼの生き物」

稲沢市 愛知県　稲沢市 田んぼの中の生き物を観察し、ザリガニ釣りをします。 市内の小学生とその保護者 無料
要事前申込
定員20組(先着)
詳細はHP参照

NPO法人祖父江のホタルを守る会 http://www.sobuenohotaru.or.jp/contacts/

2 8/25(日) 水辺の生きもの調査隊！
(一財)公園財団大野極楽寺公園
管理事務所

愛知県一宮市 大野極楽寺公園 野鳥の池の水を抜き、生息する生き物を観察します。 中学生以下と保護者 100円(保険料) 定員20名(先着) 大野極楽寺公園管理事務所
TEL:0586-51-3015

http://www.ohnogokurakujikouen.jp/

3 9/7(土) 布土川の生き物観察
共催
美浜町、
知多自然観察会

愛知県知多郡美浜町布土地内　
布土川

南知多県立自然公園
カワムツ・ウナギ・ヨシノボリなど、何が生息しているのか観察し
てみよう。

一般
(小学生以下は保護者同伴)

50円(保険料)
持ち物：タモ・バケツ・長靴
(サンダル不可)

美浜町役場環境課
TEL:0569-82-1111

知多自然観察会HP　http://chitakan.com/

4 9/8(日) 秋冬野菜の植付と里山整備 美浜里山クラブ
愛知県知多郡美浜町野間字内
扇地内「義朝の森」

南知多県立自然公園 野菜の植え付け、下草刈り、散策路整備を行います。 〇
一般
(小学生以下は保護者同伴)

大人300円、
小学生200円
(保険料等)

持ち物：弁当
担当：竹内
TEL:090-9943-6142

美浜里山クラブHP　http://mhmsatoyama.web.fc2.com/

5 9/22(日) いきもの観察会 大府市
愛知県大府市
みどり公園

公園内を散策しながら、さまざまな生き物を観察します。 市民 無料
要事前申込
定員30名

大府市環境課
TEL:0562-45-6223

6 10/5(土) 自然観察会
「田んぼの生き物」

稲沢市 愛知県　稲沢市 田んぼの中の生き物を観察します。 市内の小学生とその保護者 無料
要事前申込
定員15組(先着)

稲沢市　経済環境部　環境保全課
電話0587-36-3710

http://www.city.inazawa.aichi.jp/event/koza_kyoshitsu/
1003579.html

7 10/13(日)
炭焼き準備・「もぎたて畑」野菜の植
付

美浜里山クラブ
愛知県知多郡美浜町野間字内
扇地内「義朝の森」

南知多県立自然公園 竹または雑木の切出し、野菜の植え付けを行います。 〇
一般
(小学生以下は保護者同伴)

大人300円、
小学生200円
(保険料等)

持ち物：弁当
担当：吉田
TEL:090-3453-1562

美浜里山クラブHP　http://mhmsatoyama.web.fc2.com/

8 10/26(土)
自然観察会
「田んぼで稲刈り体験」

稲沢市 愛知県　稲沢市 田んぼで稲刈りを体験します。 市内の小学生とその保護者 無料
要事前申込
定員20組(先着)
詳細はHP参照

NPO法人祖父江のホタルを守る会 http://www.sobuenohotaru.or.jp/contacts/

9 11/9(土) 炭焼き火入れ・夜の自然観察 美浜里山クラブ
愛知県知多郡美浜町野間字内
扇地内「義朝の森」

南知多県立自然公園
前月切出したものを炭焼き窯へ詰め、火入れを行います。
夜の自然と星空観察も行います。。

〇
一般
(小学生以下は保護者同伴)

●昼のみ参加
大人300円、小学生200円
（保険代等）
●宿泊参加者
大人1,000円、小学生600円
(保険料・食材費)

持ち物：弁当
宿泊希望者は要事前申込

担当：神野
TEL:080-5169-3964

美浜里山クラブHP　http://mhmsatoyama.web.fc2.com/

10 12/8(日) 冬鳥を探しながら初冬の里山を歩く 美浜里山クラブ
愛知県知多郡美浜町野間字内
扇地内「義朝の森」

南知多県立自然公園
義朝の森周辺の冬鳥や山の幸を探すハイキングや、クリスマスリー
スと門松作り講習をします。

〇
一般
(小学生以下は保護者同伴)

大人300円、
小学生200円
(保険料等)

持ち物：弁当
担当：竹内
TEL:090-9943-6142

美浜里山クラブHP　http://mhmsatoyama.web.fc2.com/

11 1/12(日) 初詣で里山ハイキング 美浜里山クラブ
愛知県知多郡美浜町野間字内
扇地内「義朝の森」 南知多県立自然公園

秋葉神社までハイキングをし、七草粥とぜんざいで新年を祝いま
す。 〇

一般（小学生以下は保護者同
伴）

大人300円、
小学生200円
(保険料等)

百合草
TEL:0569-82-2354

美浜里山クラブHP　http://mhmsatoyama.web.fc2.com/
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12 2/9(日)
里山竹林整備・「もぎたて畑」春の準
備

美浜里山クラブ
愛知県知多郡美浜町野間字内
扇地内「義朝の森」

南知多県立自然公園
もぎたて畑の春の準備をします。
シイタケ・ヒラタケの菌打ちを行います。

〇
一般（小学生以下は保護者同
伴）

大人300円、
小学生200円
(保険料等)

持ち物：弁当
担当：神野
TEL:080-5169-3964

美浜里山クラブHP　http://mhmsatoyama.web.fc2.com/

13 2/23(日祝)
冬鳥と旅鳥
「カワウの子育て」

美浜町・知多自然観察会
愛知県知多郡美浜町総合公園
体育館

三河湾国定公園
一年中いるものや渡って来るもの、群れや単独でいるものなど、鳥
たちの冬の様子を観察してみませんか？

一般（小学生以下は保護者同
伴）

50円(保険料) 図鑑
美浜町役場環境課
TEL:0569-82-1111

知多自然観察会HP
http://chitakan.com/

14 3/8(日)
里山竹林整備・春野菜の種まき・年度
反省会

美浜里山クラブ
愛知県知多郡美浜町野間字内
扇地内「義朝の森」

南知多県立自然公園 春野菜の種まき、竹の子探し堀り、今年の活動の反省を行います。 〇
一般（小学生以下は保護者同
伴）

大人300円、
小学生200円
(保険料等)

持ち物：弁当
担当：西浦
TEL:090-9896-9717

美浜里山クラブHP　http://mhmsatoyama.web.fc2.com/

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
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大
阪
府

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/

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/

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
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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/

香
川
県

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/

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

 15

http://sanukimannoupark.jp/
https://sanukimannoupark.jp/
https://sanukimannoupark.jp/
https://www.i-kahaku.jp/learn/index.html
http://www.city.toon.ehime.jp/life/life_theme/kankyo/ecokids/tokotoko.html
http://www.city.toon.ehime.jp/life/life_theme/kankyo/ecokids/tokotoko.html
http://www.pref.ehime.jp/h25115/biodiversity
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

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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