
令和３年度「みどりの月間の集い」実施行事一覧_期間外(5/15以降）

都道
府県 期日 行事名 主催者

開催場所　　　　　　　
　

行事概要
（４０字程度で簡潔に）

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 5/30(日) 七ツ森巨木観賞登山
中級

平尾台自然観察セン
ター

北九州市小倉南区平
尾台1-4-40
平尾台自然観察セン
ター

七ツ森のスダジイの巨木に会いにいきます。
小学4年生以上
(保護者同伴)

無料

要事前申込:5/20締
切
定員20名
詳細はHP参照
雨天中止

平尾台自然観察セン
ター　
TEL:093-453-3737

http://www.hiraodai.jp

2 6/13(日) 大平山登山
平尾台自然観察セン
ター

北九州市小倉南区平
尾台1-4-40
平尾台自然観察セン
ター

初夏の大平山からの展望と、野草を楽しむ登
山です。

小学生以上
(保護者同伴) 無料

要事前申込:6/3締切
定員20名
詳細はHP参照
雨天中止

平尾台自然観察セン
ター　
TEL:093-453-3737

http://www.hiraodai.jp

3 6/20(日) 広谷湿原野草観察会 平尾台自然観察セン
ター

北九州市小倉南区平
尾台1-4-40
平尾台自然観察セン
ター

ノハナショウブなどの広谷湿原の野草を観察
します。

小学生以上
(保護者同伴) 無料

要事前申込:6/10締
切
定員20名
詳細はHP参照
小雨実施

平尾台自然観察セン
ター　
TEL:093-453-3737

http://www.hiraodai.jp

4 8/7(土) 星空観察会 リフレスおおむた 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。
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては
延期もしくは中止する場合があります。

小学生 無料 雨天時：映像や実験
を交えた室内学習

リフレスおおむた
TEL:0944-58-7777

http://rifuresu.omuta.fukuoka.jp

長
崎
県

1 5/22(土) 世界遺産・安満岳　春の
トレッキング

九十九島ビジターセ
ンター

平戸市安満岳 世界遺産安満岳に歴史と植物に触れながら、
登ります。

小学3年生以上
(小学生は保護者
同伴)

500円 雨天延期5/29(土)
九十九島ビジターセ
ンター
TEL:0956-28-7919

https://www.kujukushima-
visitorcenter.jp/

2 6/12(土) 昆虫博士と楽しむ　うみ
かぜ広場

九十九島ビジターセ
ンター

佐世保市鹿子前町
うみかぜ広場

うみかぜ広場を中心に、昆虫の観察をしま
す。

4歳以上
(小学3年生以下
は保護者同伴)

100円 雨天延期6/12(日)
九十九島ビジターセ
ンター
TEL:0956-28-7919

https://www.kujukushima-
visitorcenter.jp/

熊
本
県

1 5/16(日) 玉東フットパス
山北八幡宮と白木コース

玉東町教育委員会、
玉東フットパス愛好
会

玉名郡玉東町原倉
玉東町のゆたかな自然を楽しみながら、1,300
年の歴史をもつ山北八幡宮等、パワースポッ
トをめぐります。

一般 1,000円
要事前申込：HPで4
日前まで
定員20名

玉東町教育員会
TEL:0968-85-3609

https://gyokuto-footpath.com

2 8・9・11月 阿蘇の自然に親しむ集い 九州地方環境事務所
主に阿蘇くじゅう国
立公園(阿蘇地域)内
の園地等

阿蘇地区パークボランティアの協力のもと、
阿蘇の自然について学び、親しんでもらうた
めの自然解説活動を実施します。

一般
50円程度
(保険料)

雨天中止
阿蘇くじゅう国立公
園管理事務所
TEL:0967-34-0254

http://www.env.go.jp/park/aso/

大
分
県

1 5/15(土) 令和3年度第1回
大分市身近な自然観察会

大分市環境対策課
大分市上判田
青少年の森

青少年の森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。
※新型コロナウイルス感染拡大状況によって中
止の可能性があります。

一般
(中学生以下は保
護者同伴)

無料

要事前申込：5/7締
切
定員60名程度
申込多数時は抽選　　　

大分市環境対策課
TEL:097-537-5758

http://www.city.oita.oita.jp/
machizukuri/kankyo/hozen/
shizenkansatsu/

2 9/11(土) 第10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

カヌーやゴムボート体験、水辺のコンサー
ト、ネイチャーゲームなどを行います。
今年度で最後の開催です。
※新型コロナ感染症対策のため中止する場合
があります。

子ども 無料
大分市河川･みなと
振興課
TEL:097-537-5632

http://www.city.oita.oita.jp/
開催の場合掲載
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鹿
児
島
県

1 6/6(日) 悠遊学舎夏のわくわくデ
イ

鹿児島県立青少年研
修センター

鹿児島県立青少年研
修センター

異年齢集団による自然をテーマにした遊び、
ものづくり、野外調理などの体験活動を行い
ます。

小学1～4年生 未定
定員24名
詳細はHP参照

青少年研修センター
TEL:099-294-2111

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

2 11/14(日) 悠遊学舎秋のわくわくデ
イ

鹿児島県立青少年研
修センター

鹿児島県立青少年研
修センター

異年齢集団による自然をテーマにした遊び、
ものづくり、野外調理などの体験活動を行い
ます。

小学1～4年生 未定
定員24名
詳細はHP参照

青少年研修センター
TEL:099-294-2111

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

沖
縄
県

1 5/15(土)･16(日) 大野山林(うぷにやま)展
愛鳥週間

宮古青少年の家 宮古島市
愛鳥週間(5/10～5/16)にちなみ、野鳥に関す
る知識を深め、大野山林に生息する鳥類への
興味関心を高めます。

一般 無料
宮古青少年の家ロビ
ーにて写真展示

宮古青少年の家
TEL:0980-72-8884

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

2 5/15(土) ホタルウォッチングpart2 糸満青少年の家 施設内 ホタルを観察し、その生態を学びます。 親子 500円 定員20名程度 糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman/

3
5/15(土)～16(日)、
9/18(土)～19(日)、
12/18(土)～19(日)

ファミリーキャンプⅠ～Ⅲ 糸満青少年の家 糸満青少年の家 家族でキャンプを行い、自然の中でキャンプ
を行う楽しさを知るイベントです。

親子
親2,500円、
子2,000円

定員８組程度
糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman/

4 5/16(日)

ようこそ、森のきょうし
つへ！
～はじめての大野山林自
然散策～

宮古青少年の家 宮古島市 大野山林の様々な生き物に出会い、観察し、
自然のふしぎにきづき興味を持とう。

4･5才の親子 100円/組(3名以内)
要事前申込：5/9締
切
定員30名

宮古青少年の家
TEL:0980-72-8884

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

5 5/16(日) 登山シリーズⅠ 石垣青少年の家 屋良武岳 山に登って、自然にふれよう。 一般 300円 石垣青少年の家
TEL:0980-82-7301

https://
ishigakiseishounennoie.com/

6 6/5(土) ホタルウォッチング 石川青少年の家 石川青少年の家 ホタルに関する講話及び観察を通して、環境
への関心を深めます。

家族 400円 定員45名 石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://unai-sc.net

7 6/12(土) 潮干狩り体験教室partⅠ 糸満青少年の家 恩納村 潮干狩りを体験し、海の生物と海の恵みつい
て知ろう。

親子 1,500円 定員15名程度 糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman/

8 7/3(土)～4(日) 親子ふれあいキャンプ②
「カヌー体験」

名護青少年の家 名護青少年の家
東村ヒルギ公園

マングローブでのカヌー体験や、潮間帯の生
物観察を行うと共に、キャンプを通して家族
のふれ合いを図ります。

親子
(3歳以上)

大人5,000円、
小人4,500円

要事前申込
定員30名

名護青少年の家
TEL:0980-52-2076

https://www.opnyc.jp/

9
7/17(土)、
10/16(土)、
12/11(土)

星空観察
夏・秋・冬の星座

糸満青少年の家 糸満青少年の家 夜空に輝く星座を観察し、宇宙への好奇心を
養います。

親子 500円 定員20名程度 糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman/

10 7/17(土)･18(日) 親子宿泊自然体験 石川青少年の家 石川青少年の家 家族で野外料理に挑戦する等、野外活動を通
して、親子のふれあいを図ります。

家族
大人2,000円、
子ども1,500円
※キャンセル料有

定員20名 石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://unai-sc.net

11
7/22(木祝)～
7/25(日)

無人島アグレッシブサバ
イバルキャンプⅡ 糸満青少年の家 無人島(恩納村ヨウ島) 非日常の無人島での生活を通して、生きる力

を育み、仲間の大切さを知ろう。
小学４年生～中
学生

15,000円 定員16名 糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman/

12 7/25(日) マリンレジャー体験学習 石川青少年の家 うるま市
海中道路パーク

海洋スポーツの楽しさを知り、自然環境への
関心を高めます。

親子 3,000円 定員20名 石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://unai-sc.net

13 8/13(金)～15(日) 子どもアドベンチャー 石川青少年の家 石川青少年の家
うるま市内・外

諸活動の体験を通して、粘り強さや環境への
関心、先人の偉大さに気づかせます。

小学4～6年生
7,000円
※キャンセル料有

定員20名 石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://unai-sc.net
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14 9/11(土)
遊んで学ぶ鳥の不思議
～鳥の気持ちになってみ
よう！～

玉城青少年の家 玉城青少年の家
プロジェクトワイルドの手法を活用し、鳥の
生態や環境を学び、自然環境への理解を促し
ます。

小学生 300円 要事前申込
動きやすい服装

沖縄県立玉城青少年
の家
TEL:098-948-1513

http://okinawa-nanjo-
youthhome.jp/

15 10/2(土) 野外炊飯とマジックアワ
ーウォーク

玉城青少年の家 玉城青少年の家
親子で協力し、野外炊飯に挑戦します。
普段見逃しがちな空の色の移ろいを体感し、
自然散策をします。

家族等の小グル
ープ

1,000円 要事前申込
動きやすい服装

沖縄県立玉城青少年
の家
TEL:098-948-1513

http://okinawa-nanjo-
youthhome.jp/

16 10/30(土) 出張！ミツバチ教室
＆はちみつ収穫体験

玉城青少年の家 玉城青少年の家
ハチの能力や自然の中での役割、人との関わ
り等を体験学習します。
野生生物の魅力を知ろう。

5歳以上の子供
がいる家族

大人1,000円、
小人500円

要事前申込
動きやすい服装

沖縄県立玉城青少年
の家
TEL:098-948-1513

http://okinawa-nanjo-
youthhome.jp/

17 11/6(土) 潮干狩り体験教室partⅡ 糸満青少年の家 恩納村 潮干狩りを体験し、海の生物と海の恵みつい
て知ろう。

親子 1,500円 定員15名程度
糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman/

18 11/7(日) やんばる自然教室
「名護岳登山」

名護青少年の家 名護岳
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・ハイキングコースの紹介を
行います。

一般 1,000円/人 歩きやすい服装
名護青少年の家
TEL:0980-52-2076

https://www.opnyc.jp/

19 1/15(土) 登山シリーズⅡ 石垣青少年の家 おもと岳 県一の山で、新年の決意を！ 一般 300円 石垣青少年の家
TEL:0980-82-7301

https://
ishigakiseishounennoie.com/

20 2/13(日) ノルディックウォーキン
グ教室

名護青少年の家 名護岳
トレッキング及び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みます。

中学生以上 800円/人 初心者コース、経験
者コースを設定

名護青少年の家
TEL:0980-52-2076

https://www.opnyc.jp/

21 2/19(土) イザリ漁体験教室 糸満青少年の家
北名城ビーチ
※予定

昔ながらの漁、イザリ漁を体験し、海の生物
と海の恵みについて知ろう。 親子 500円 定員20名程度 糸満青少年の家

TEL:098-994-6342
www.j-ikusei.jp/itoman/
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