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期　日 行事名 主催者 開催地 国立公園名等 行事概要 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

7月下旬 定点観測
大雪山国立公園層雲峡地区自然
ふれあい利用協議会

北海道上川郡層雲峡紅葉谷 大雪山国立公園 花の開花時期や・分布を観測形式で観察 一般 無
層雲峡ビジターセンター
01658-9-4400

http://sounkyovc.town.kamikawa.hokkaido.jp/

8月 ペーパークラフト
大雪山国立公園層雲峡地区自然
ふれあい利用協議会

層雲峡ビジターセンター 大雪山国立公園
8月1日～22日までの期間中のペーパークラ
フト

一般 無
層雲峡ビジターセンター
01658-9-4400

http://sounkyovc.town.kamikawa.hokkaido.jp/

8月 環境アニメ上映会
大雪山国立公園層雲峡地区自然
ふれあい利用協議会

層雲峡ビジターセンター 大雪山国立公園
8月1日～22日までの期間中の環境アニメの
上映

一般 無
層雲峡ビジターセンター
01658-9-4400

http://sounkyovc.town.kamikawa.hokkaido.jp/

8/8(日) 自然観察会
大雪山国立公園層雲峡地区自然
ふれあい利用協議会,上川町公民
館

緑岳 大雪山国立公園 お花畑までのトレッキング 一般 未定 かみんぐホール01658-2-2372

8/1（日） プチ自然観察会 稚内自然保護官事務所 サロベツ原生花園自然教室
利尻礼文サロベツ国立
公園

サロベツ原野の草花について学ぶ観察会を
実施する。

一般 100円
稚内自然保護官事務所
0162-33-1100

7月中旬～8月
中旬（10日間）

サブレンジャーによる湿原の解
説・清掃活動

稚内自然保護官事務所 サロベツ原生花園自然教室
利尻礼文サロベツ国立
公園

環境省がサブレンジャーとして雇用した夏休
み中の大学生による公園利用者への自然解
説及び清掃活動を実施する。

一般 無料
稚内自然保護官事務所
0162-33-1100

7/24（土） 木道ナイトハイク 稚内自然保護官事務所 パンケ沼園地
利尻礼文サロベツ国立
公園

夕刻のパンケ沼園地木道にてヘイケボタルの
観察会を実施する。

一般 100円
稚内自然保護官事務所
0162-33-1100

8/11(水) 夏の旭岳で動物と昆虫を探そう
環境省東川自然保護官事務所・東
川町役場

北海道上川郡東川町旭岳 大雪山国立公園
夏休み中の親子を対象に、大雪山国立公園
旭岳周辺での散策および自然観察

年長から小学
生までとその
親

一組
2000円
（予定）

小雨決行

環境省東川自然保護官事務所
0166-82-2527
東川町役場
0166-82-2111

7/21(水)～
8/20(金)

ボッケツアーガイド
阿寒湖畔エコミュージアムセンター
運営推進協議会

北海道釧路市
阿寒湖畔　ボッケ　遊歩道

阿寒国立公園 期間中、ボッケ遊歩道でツアーガイドを実施 一般 無 合計10回実施 阿寒湖畔エコミュージアムセンター http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

 7/25(日) 和琴半島クリーンデー
川湯エコミュージアムセンター
（屈斜路カルデラ自然ふれあい推
進協議会）

北海道川上郡弟子屈町
和琴半島

阿寒国立公園
全国一斉クリーンデーの清掃活動と自然散
策の実施

一般
300円
（保険代）

川湯エコミュージアムセンター
015-483-4100

http;//www6.marimo.or.jp/k_emc/

7/31(土)
（予備日8/1）

自然ふれあい行事
ヘイケボタルを見に行こう！

川湯エコミュージアムセンター
（屈斜路カルデラ自然ふれあい推
進協議会）

北海道川上郡弟子屈町
和琴半島

阿寒国立公園
火山活動によってできた和琴半島ではヘイケ
ボタルが見られる。和琴半島の湿地で見られ
るヘイケボタルを観察する。

一般
300円
（保険代）

川湯エコミュージアムセンター
015-483-4100

http;//www6.marimo.or.jp/k_emc/

 7/31(土) 釧路湿原クリーンデイ 釧路湿原国立公園連絡協議会
釧路町トリトウシ原野　岩保木
水門周辺

釧路湿原国立公園 清掃活動、自然観察会 一般 無料
釧路湿原国立公園連絡協議会
(0154)31-4594

http://city.hokkai.or.jp/~kkr946

 8/1(日) 夏の湿原花ハイク 釧路湿原国立公園連絡協議会 温根内ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ 釧路湿原国立公園 温根内の木道を歩き湿原に咲く花の観察会 一般 無料
温根内ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ
(0154)65-2323

http://city.hokkai.or.jp/~kkr946

8/1(日)
クリーンデーキャンペーン　雌
阿寒岳清掃登山

阿寒湖畔エコミュージアムセンター
運営推進協議会

北海道
雌阿寒岳

阿寒国立公園 雌阿寒岳を登山しながらの清掃 一般 有 雨天中止 阿寒湖畔エコミュージアムセンター http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

8/1(日)
クリーンデーキャンペーン　オ
ンネトー周辺清掃

阿寒湖畔エコミュージアムセンター
運営推進協議会

北海道
足寄町　オンネトー

阿寒国立公園 オンネトー周辺遊歩道清掃 一般 無 雨天中止 阿寒湖畔エコミュージアムセンター http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

8/1(日)
クリーンデーキャンペーン　ボッ
ケクリーンウォーク

阿寒湖畔エコミュージアムセンター
運営推進協議会

北海道釧路市
阿寒湖畔　ボッケ　遊歩道

阿寒国立公園 ボッケを案内しながらの清掃 一般 無 雨天決行 阿寒湖畔エコミュージアムセンター http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

8/2（月）～
14(土)

夏休み企画「阿寒の自然スライ
ドショー」

阿寒湖畔エコミュージアムセンター
運営推進協議会

北海道釧路市
阿寒湖畔エコミュージアムセン
ター

阿寒国立公園
レクチャー室を使って、一般を対象に1日2回、
阿寒の自然を紹介するスライドショーを実施。

一般 無
前年度3日間から13日間に期間
延長

阿寒湖畔エコミュージアムセンター http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

 8/７(土) カイドウォーク＆菱の実クラフト 釧路湿原国立公園連絡協議会
塘路湖エコミュージアムセン
ター

釧路湿原国立公園 塘路湖周辺散策、菱の実を使った工作 一般 無料
塘路湖エコミュージアムセンター
(015)487-3003

http://city.hokkai.or.jp/~kkr946

 8/8(日) ザリガニウォッチング 釧路湿原国立公園連絡協議会 温根内ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ 釧路湿原国立公園 特定外来生物ウチダザリガニの観察 一般 無料
温根内ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ
(0154)65-2323

http://city.hokkai.or.jp/~kkr946

8/14(土)～
8/22(日)
（毎日）

クラフト教室
川湯エコミュージアムセンター
（屈斜路カルデラ自然ふれあい推
進協議会）

北海道川上郡弟子屈町
川湯エコミュージアムセンター

阿寒国立公園
夏休みバージョンの親子でゆっくり楽しめるク
ラフト教室を開催し、クラフトの製作・創作を行
う。

一般
100円
（材料費）

川湯エコミュージアムセンター
015-483-4100

http;//www6.marimo.or.jp/k_emc/
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7/22(木)
湿原と十和田湖展望！
白地山登山

(財)自然公園財団十和田支部
白地山
（大川岱駐車場8時30分集合）

十和田八幡平国立公園
大川岱から白地山(標高1,034m)を往復登山
し、白地湿原の高山植物鑑賞や十和田湖を
眺望する。

小学3年生以
上

2,000円
(財)自然公園財団十和田支部
Tel：0176-75-2368

http://www.bes.or.jp/towada/blog/detail.html?id=230

7/24(土) 岩手山登山自然観察会 網張ビジターセンター 岩手県滝沢村岩手山 十和田八幡平国立公園 岩手山に登りながら自然観察会を行う 一般 有
網張ビジターセンター
019-693-3777

http://www17.ocn.ne.jp/^amihari/

7/24(土)～
26(月)

十和田おもしろ自然体験キャン
プ

(財)自然公園財団十和田支部 十和田湖生出キャンプ場 十和田八幡平国立公園

十和田湖周辺の大学生等が、自然体験活動
リーダーとして地域の児童を対象とした自然
体験プログラム（郷土の発見）を作成すると共
に、そのプログラムを実施する。

十和田湖周辺
の小学校児童

5,000円
(財)自然公園財団十和田支部
Tel：0176-75-2369

http://www.bes.or.jp/towada/blog/detail.html?id=231

7/24(土)～
8/15(日)

クラフト教室 月山ビジタセンター運営協議会 月山ビジターセンター 磐梯朝日国立公園 木材を使ったクラフト教室を随時開講します。 一般 100円/一人
予約不要。団体の場合は事前予
約要。

月山ビジターセンター
0235-62-4321

http://www.tsuruokakanko.com/haguro/kankou/visitor.html

7/31(土)
海岸線トレッキングツアー
～波打ち際、手掘りトンネルの
冒険～

浄土ヶ浜ビジターセンター運営協議
会

岩手県田野畑村
自然歩道
（自然大学校～机浜）

陸中海岸国立公園
波打ち際、手彫りトンネルをくぐって夏の海岸
線自然歩道を歩く。

健脚者
健脚者
1200円
（保険料込）

天候や波の状況によってコース
変更あり。
雨天中止（電話連絡）
昼食持参

浄土ヶ浜ビジターセンター
0193-65-1690

http://www.city.miyako.iwate.jp/cb/hpc/Article-432-
2833.html

7/31(土)～
8/2(月)

体感!!パークレンジャー第１回
「マタギに学ぶ！！森・川・海・
人のつながりキャンプ～白神山
地　赤石川流域の自然と文化
～」

東北地方環境事務所 青森県鰺ヶ沢町
白神山地世界遺産地域
及びその周辺

白神山地から流れ出る赤石川流域において
日本海へとつながる自
然の豊かさと、赤石マタギや漁師をはじめとし
た地域の人々の暮
らしの関わりを学ぶキャンプ。

小学3年生か
ら中学生及び
参加を希望す
るその保護
者。（自然体験
の出来る体力
のある方）

子ども5,000円
大人10,000円

雨天決行
ＮＰＯ法人岩木山自然学校
TEL/FAX：0172-83-2670

8/1(日)
秋田駒ヶ岳自然観察会「ハクサ
ンシャジン」を見よう

休暇村乳頭温泉郷主催・東北地方
環境事務所後援

秋田駒ヶ岳 十和田八幡平国立公園
秋田駒ヶ岳の豊富な高山植物を堪能しながら
眼下に田沢湖から八幡平まで広がる雄大な
展望を見ながらの軽登山です。

一般 有
休暇村乳頭温泉郷
TEL:0187-46-2244

http://www.qkamura.or.jp/nyuto/

8/1(日) 野外火山教室 網張ビジターセンター 岩手県雫石町岩手山麓 十和田八幡平国立公園 岩手山の火山の成り立の観察を行う 一般 有
網張ビジターセンター
019-693-3777

http://www17.ocn.ne.jp/^amihari/

8/1(日) 自然観察会 森吉山野生鳥獣ｾﾝﾀｰ運営協議会 北秋田市森吉山麓 森吉山鳥獣保護区 ブナ林で自然観察会 児童 １００円 秋田自然保護官事務所

8/4(水)～
6(金)

体感!!パークレンジャー第２回
「マタギに学ぶ！！森・川・海・
人のつながりキャンプ～白神山
地　岩木川流域の自然と文化
～」

東北地方環境事務所 青森県西目屋村
白神山地世界遺産地域
及びその周辺

白神山地から流れ出る岩木川流域におい
て、昔、白神山地のブナが岩木川を運搬路と
して「流し木」により津軽地方に運ばれ利用さ
れていたことや目屋地域の炭づくりを題材とし
て、自然の豊かさと人々の暮らしの関わりを
学ぶキャンプ。

小学３年生か
ら中学生及び
参加を希望す
るその保護
者。（自然体験
の出来る体力
のある方）

子ども5,000円
大人10,000円

雨天決行
ＮＰＯ法人岩木山自然学校
TEL/FAX：0172-83-2670

8/6(金)
ﾙﾘｲﾄﾄﾝﾎﾞに会いに！赤沼ガイ
ドウォーク

(財)自然公園財団十和田支部
赤沼
（蔦温泉駐車場8時30分集合）

十和田八幡平国立公園
蔦トンネル～赤沼～蔦温泉間を散策し、透明
度本州一の赤沼のルリイトトンボ、緑陰のブ
ナ林を楽しむ。

小学3年生以
上

2,000円
(財)自然公園財団十和田支部
Tel：0176-75-2369

http://www.bes.or.jp/towada/blog/detail.html?id=231

8/7(土) サマーナイトハイクIN浄土ヶ浜
浄土ヶ浜ビジターセンター運営協議
会

岩手県宮古市
浄土ヶ浜

陸中海岸国立公園
普段は歩くことのない浄土ヶ浜の夜を歩き、
夜に活動する動植物の観察を行う。

小学生～大人
子供100円
大人200円
（保険料）

雨天中止（電話連絡）
懐中電灯

浄土ヶ浜ビジターセンター
0193-65-1690

http://www.city.miyako.iwate.jp/cb/hpc/Article-432-
2833.html

8/7(土) 葛根田川渓流自然観察会 網張ビジターセンター 岩手県雫石町滝ノ上 十和田八幡平国立公園 葛根田川渓流を歩きながら自然観察階を行う 一般 有
網張ビジターセンター
019-693-3777

http://www17.ocn.ne.jp/^amihari/

8/8(日) カヤックで海の上から国立公園
浄土ヶ浜ビジターセンター運営協議
会

岩手県宮古市
浄土ヶ浜砥石浜

陸中海岸国立公園
シーカヤックの体験と共に、海からの浄土ヶ
浜を楽しむ。天候が良ければ神秘的な青の
洞窟まで行く。

小学生～大人
子供500円
大人1000円
（保険料）

雨天中止（電話連絡）
浄土ヶ浜ビジターセンター
0193-65-1690

http://www.city.miyako.iwate.jp/cb/hpc/Article-432-
2833.html

8/8(日)
白神山地真夏のブナを見る集
い

白神山地世界遺産センター（藤里
館）活動協議会

秋田県藤里町岳岱ほか 白神山地 ブナ林を散策して自然の大切さを体験する 一般 有
白神山地世界遺産センター（藤里
館）

8/10(火)
星座観察会「ﾃﾗﾈﾀﾘｳﾑin八幡
平」

自然公園財団八幡平支部主催・東
北地方環境事務所後援

八幡平ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ 十和田八幡平国立公園
夏の八幡平に繰り広げられる星座と流星群を
観察します。

一般 無料
八幡平ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ
TEL:0186-31-2714

http//www.bes.or.jp/hachiman/

8/14(土)
網張の森コウモリ調査体験・観
察会

網張ビジターセンター 岩手県雫石町網張の森 十和田八幡平国立公園 網張の森でコウモリの調査体験の行う 一般 有
網張ビジターセンター
019-693-3777

http://www17.ocn.ne.jp/^amihari/

 7/23（金） 江戸時代の東海道を歩く
箱根地域自然に親しむ運動実行委
員会（箱根町担当）

神奈川県足柄下郡箱根町（恩
賜箱根公園～畑宿）

富士箱根伊豆国立公園
旧東海道の石畳を歩き、昔の箱根に思いを
馳せます。

一般 有 雨天中止
箱根ビジターセンター
(tel:0460-84-9981)

http://www.env.go.jp/park/fujihakone/index.html

 7/30（金）
涼を求めて芦ノ湖東岸で自然
観察と森林浴

箱根地域自然に親しむ運動実行委
員会（環境省担当）

神奈川県足柄下郡箱根町（箱
根園～湖尻ターミナル）

富士箱根伊豆国立公園
緑に囲まれた芦ノ湖畔で動植物を観察しま
す。国立公園○×クイズにも挑戦します。

一般 有 雨天中止
箱根ビジターセンター
(tel:0460-84-9981)

http://www.env.go.jp/park/fujihakone/index.html

 8/6（金）
（仮）自然を知ろう！伝えよう！
～クイズで分かる箱根の自然
～

環境省箱根自然環境事務所
神奈川県足柄下郡箱根町（箱
根ビジターセンター周辺）

富士箱根伊豆国立公園
国立公園で働くパークレンジャーと一緒に、自
然いっぱいの園地で生きものクイズに挑戦し
ます。

小学４～６年
生

有 雨天中止
環境省箱根自然環境事務所
（tel:0460-84-8727）

http://www.env.go.jp/park/fujihakone/index.html

8/1（日）～
8/22（日）

夏休みビジターセンター活動
　早朝観察会（毎日・計22回）

環境省・箱根自然解説活動連絡協
議会

神奈川県足柄下郡箱根町（箱
根ビジターセンター周辺）

富士箱根伊豆国立公園
夏休み期間中、ビジターセンター周辺を野鳥
や草花を観察しながら歩きます。

一般 無 雨天中止
箱根ビジターセンター
(tel:0460-84-9981)

http://www.mmjp.or.jp/HakoneVisitorCenter/

8/1（日）～
8/22（日）

夏休みビジターセンター活動
　大涌谷観察会（毎日・計22回）

環境省・箱根自然解説活動連絡協
議会

神奈川県足柄下郡箱根町（箱
根ビジターセンター～大涌谷）

富士箱根伊豆国立公園
夏休み期間中、ビジターセンターを出発し、大
涌谷まで自然観察をしながら往復します。

一般 無 雨天中止
箱根ビジターセンター
(tel:0460-84-9981)

http://www.mmjp.or.jp/HakoneVisitorCenter/

8/1（日）～
8/22（日）

夏休みビジターセンター活動
　クラフト教室（毎日・計22回）

環境省・箱根自然解説活動連絡協
議会

神奈川県足柄下郡箱根町（箱
根ビジターセンター多目的ホー
ル）

富士箱根伊豆国立公園
夏休み期間中、木の実や種を使ってキーホ
ルダーやブローチを作ったり、竹とんぼ作りを
します。

一般 有
箱根ビジターセンター
(tel:0460-84-9981)

http://www.mmjp.or.jp/HakoneVisitorCenter/
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7/25(日) シュノーケルによる海中観察
志摩自然保護官事務所
伊勢志摩国立公園自然ふれあい
推進協議会(共催)

三重県南伊勢町(贄湾) 伊勢志摩国立公園
スノーケルを使い、海の生き物を観察し海の
自然の大切さを体感する。

一般（小学校３
年以上）

無料 定員20名
横山ビジターセンター
0599-44-0567

http://www.yokoyama-vc.jp/

8/19(木)～
20(金)
（予定）

レンジャーと行く白山国立公園
～白山登山!

中部地方環境事務所
石川県白山市
(市ノ瀬～白山室堂)

白山国立公園
自然保護官(レンジャー)とともに、室堂周辺で
高山植物を観察する自然観察会。

親子
一般

100
一泊二日で室堂に宿泊される予
定の方対象。

白山自然保護官事務所
076-259-2902

http://www.env.go.jp/park/hakusan/index.html

長
野
自
然
環
境
事
務
所

8/1（日）
～

8/15（日）
夏休み自然教室

妙高高原自然保護官事務所、妙高
高原ビジターセンター共催

新潟県妙高市笹ヶ峰ビジター
センター、妙高高原ビジターセ
ンター

上信越高原国立公園
笹ヶ峰キャンプ場周辺及びいもり池周辺での
自然観察会や工作教室を通して、自然の大
切さを体感する。

一般 有 雨天決行
妙高高原自然保護官事務所  0255-
86-2441

7/19（祝）
大阪湾でエコツーリズム
『成ヶ島自然観察会』

近畿地方環境事務所神戸自然保
護官事務所

兵庫県洲本市由良町由良
成ヶ島

瀬戸内海国立公園
（淡路地域）

成ヶ島で干潟の生きもの・海浜植物・漂着物
にふれて、海辺の自然の大切さを感じる。

小学３年生以
上

大人400円
小人300円

小学生以下は保護者同伴
雨天中止

神戸自然保護官事務所
078-331-1146

http://kinki.env.go.jp/

7/26（月）～
7/28（水）

体感！！パークレンジャー
兵庫県立いえしま自然体験セン
ター

兵庫県姫路市
瀬戸内海国立公園（西播
地域）

「きれいな海」と「豊かな海」をテーマに、漁船
の水揚げやカヌー体験、漂着物調査などを行
う。

小学３年生～
小学６年生

8000円
兵庫県立いえしま自然体験センター
079-327-1508

http://shizen-ieshima.com/

8/3（火）、
8/4（水）

※１日×2回
赤穂自然観察会

近畿地方環境事務所神戸自然保
護官事務所・赤穂市教育委員会共
催

兵庫県赤穂市
瀬戸内海国立公園（西播
地域）

海岸の生きもの観察や植物・貝殻等を用いた
工作作りを通じて海辺の自然を体感する。

小学３年生以
上

無料
赤穂市教育研究所
　0791-42-2326

7/24(土)
午前・午後

8/7(土)
午前・午後

8/8(日)
午後のみ

※5回

吉野熊野国立公園大台ヶ原地
区自然観察会
～苔の森でミニエコツアー～

近畿地方環境事務所吉野自然保
護官事務所

奈良県吉野郡
上北山村
大台ヶ原

吉野熊野国立公園
大台ヶ原の苔探勝路を環境省職員と散策し
ながら、自然体験・環境学習ができる、ちょっ
とお得なイベントです。

一般 有
雨天決行
雨具必要

吉野自然保護官事務所
0746-34-2202

 http://kinki.env.go.jp/to 2010/0521a.html

8/8(日)
午前のみ

吉野熊野国立公園大台ヶ原地
区自然観察会
～夏の森でエコハイキング～

近畿地方環境事務所吉野自然保
護官事務所

奈良県吉野郡
上北山村
大台ヶ原

吉野熊野国立公園
大台ヶ原の中道を環境省職員と散策しなが
ら、自然体験・環境学習ができる、ちょっとお
得なイベントです。

一般 有
雨天決行
雨具必要

吉野自然保護官事務所
0746-34-2202

 http://kinki.env.go.jp/to 2010/0521a.html

7/18(日)
8月中旬

大台ヶ原自然観察ハイキング
近畿地方環境事務所吉野自然保
護官事務所

奈良県吉野郡
上北山村
大台ヶ原

吉野熊野国立公園
大台ヶ原をよく知っているパークボランティア
と一緒に散歩し、大台ヶ原の雄大な自然の裏
側をのぞきます。

一般 有
雨天決行
弁当、水筒、雨具必要

吉野自然保護官事務所
0746-34-2202

7/21(水）
8/20（金）

※2回
スノーケル教室

竹野スノーケルセンター運営協議
会

豊岡市竹野町　竹野スノーケル
センター・ビジターセンター

山陰海岸国立公園
竹野スノーケルセンター・ビジターセンター前
の大浦海岸においてスノーケルを行い、海の
生き物の観察を行うもの。

小学4年生以
上

有 海況により中止することがある。
竹野スノーケルセンター・ビジターセ
ンター
0796-47-1932

http://www.takeno-scvc.jp/

7/21(水）
8/20（金）
　※2回

磯観察教室
竹野スノーケルセンター運営協議
会

豊岡市竹野町　竹野スノーケル
センター・ビジターセンター

山陰海岸国立公園
竹野スノーケルセンター・ビジターセンター前
の大浦海岸において磯の生き物を採取し、観
察を行うもの

幼稚園以上 有 海況により中止することがある。
竹野スノーケルセンター・ビジターセ
ンター
0796-47-1932

http://www.takeno-scvc.jp/

7/21(水）
8/20（金）
　※2回

カヌー教室
竹野スノーケルセンター運営協議
会

竹野スノーケルセンター・ビジ
ターセンター

山陰海岸国立公園
竹野スノーケルセンター・ビジターセンター前
の大浦海岸周辺をカヌーで巡回しジオパーク
（地質公園）の観察を行うもの

一般 有 海況により中止することがある。
竹野スノーケルセンター・ビジターセ
ンター
0796-47-1932

http://www.takeno-scvc.jp/

８／８（日）
わくどき自然観察会（クモ観察
会）

竹野スノーケルセンター運営協議
会

竹野スノーケルセンター・ビジ
ターセンター

山陰海岸国立公園
竹野スノーケルセンター・ビジターセンター近
くの自然歩道にてクモの観察を行うもの

一般 有 天候により中止することがある。
竹野スノーケルセンター・ビジターセ
ンター
0796-47-1932

http://www.takeno-scvc.jp/

8/19（木）
2回

国際生物多様性記念「串本海
中観察会」

近畿地方環境事務所､和歌山県共
催

和歌山県東牟婁郡串本町串本
海域公園地区

吉野熊野国立公園
世界最北域にある造礁サンゴやそこに生息
する海洋生物等をスノーケルをしながら観察
する。

小学生4年生
以上

有
荒天順延
予備日：8/27

熊野自然保護官事務所
0735-22-0342
和歌山県自然環境室
073-441-2779

http://kinki.env.go.jp/to_2010/0615a.html
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=
11135

7/22（木）
～

7/24（土）

平成２２年度ラムサール湿地・
中海子どもパークレンジャー事
業

米子自然環境事務所 米子水鳥公園
中海鳥獣保護区
（ラムサール登録湿地）

陸上や水生の生物を捕まえたり、望遠鏡で観
察して自分だけの生きもの図鑑の作成を行
う。

小学生 100 ３日間連続しての実施
米子水鳥公園(財団法人中海水鳥国
際交流基金財団）
0859-24-6139

http://www.yonago-mizutori.com/

8/1(日)
8/15（日）

大山夏の自然観察会
（２回）

米子自然環境事務所 大山情報館、下山野営場 大山隠岐国立公園
大山情報館において自然木工教室を開催。
その後下山野営場を自然フィールドとして自
然観察会を行う。

小学生 500
２回実施
（各回１５名を募集）

財団法人自然公園財団鳥取支部大
山事業所
0859-52-2165

http://www.bes.or.jp/daisen/

8/8(日) 木の実の標本箱 五色台学運営協議会
五色台ビジターセンター・クラフ
トハウス

瀬戸内海国立公園

木の実について楽しみながら、標本を作製。
また、どんぐりと呼ばれている木の実に様々
な種類があることに気付き植物の多様性を学
ぶ。

全対象 300円
五色台学運営協議会
TEL；0877-47-2479

http://www.ab.auone-net.jp/~goshiki/

8/上旬～9/末 企画展「生物多様性」 〃 五色台ビジターセンター 〃
生物多様性を分かりやすく解説したパネル
や、体感できるゲームなど身近なテーマとし
て感じられる展示をします。

〃 見学無料 〃 〃

8/21（土）
（調整中）

歩こう！探そう！瀬戸内の自然
（仮）

松山自然保護官事務所 愛媛県今治市 〃
瀬戸内海の自然を身近に感じながら、海岸の
生物観察などを行う。

一般 有 詳細打ち合わせ中
松山自然保護官事務所
089-931-5803
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7/25（日）
竜洞山ワンデーハイキング・樹
木博士挑戦

九州地方環境事務所 熊本県天草市 雲仙天草国立公園 竜洞山の樹木・樹林の野鳥を観察する。 一般 300
事前申し込み
小雨決行

天草自然保護官事務所
TEL 0969-23-8366

http://kyushu.env.go.jp/

7/27（火） 桜島磯の観察会 鹿児島自然保護官事務所 桜島袴腰 霧島屋久国立公園 講師の解説で磯の生き物の観察を行う。 一般 200
事前申し込み
雨天の場合室内

鹿児島自然保護官事務所
TEL 099-226-1842

http://kyushu.env.go.jp/

7/31(土)
自然に親しむ「高千穂河原・森
の散策」

九州地方環境事務所 鹿児島県霧島市高千穂河原 霧島屋久国立公園
高千穂河原の散策路において、定点自然ガ
イドを参加者が地図を片手に巡る、ウォークラ
リー。

一般 300 雨天中止
えびの自然保護官事務所
０９８４－３３－１１０８

http://kyushu.env.go.jp/

8/8（日）
自然に親しむ「えびの高原自然
教室」

九州地方環境事務所
宮崎県えびの市
えびの高原

霧島屋久国立公園
地質やいきもの観察を通し、えびの高原の自
然に親しむ。

一般 300 雨天中止
えびの自然保護官事務所
０９８４－３３－１１０８

http://kyushu.env.go.jp/

7月下旬
海の自然教室
（第1回）

那覇自然環境事務所 米原ビーチ 西表石垣国立公園
スノーケリングによりサンゴをはじめとする海
の生き物を観察し、自然を大切にする心を育
む。

小4
以上

無
石垣自然保護官事務所
0980-82-4768

7/26(月) ゲットウ紙作り
奄美野生生物保護センター・奄美
自然体験活動推進協議会

奄美野生生物保護センター －
身近な植物であるゲットウに親しみ、また限り
ある資源「紙」についても考えるきっかけとす
る。

小学生
以上

無
奄美野生生物保護センター
0997-55-8620

8/9(月) 森のクイズラリー
奄美野生生物保護センター・奄美
自然体験活動推進協議会・大和村

奄美フォレストポリス －
クイズやゲームで遊びながら、自然や生きも
のについて学んでもらい、また興味を持つ
きっかけとする。

小学生
以上

無
奄美野生生物保護センター
0997-55-8620

7/25(日) ノグチゲラ研究報告 やんばる自然体験活動協議会 東村立山と水の生活博物館 －
小高信彦氏（森林総合研究所）によるノグチ
ケラの研究報告会

無
やんばる野生生物保護センター
0980-50-1025

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

8/11(水) 海辺の漂流物でアート展（１） やんばる自然体験活動協議会 国頭村内の海岸 － 浜辺でクラフトの材料を集めながらゴミ拾い
親子（国頭3村
内）

無
やんばる野生生物保護センター
0980-50-1025

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

8/20(金) 海辺の漂流物でアート展（２） やんばる自然体験活動協議会 ウフギー自然館 － 集めた材料でクラフト作成
親子（国頭3村
内）

無
やんばる野生生物保護センター
0980-50-1025

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

7/24(土) 漫湖水質調査
漫湖水鳥・湿地センター運営協議
会

漫湖水鳥・湿地センター －
講師：上原先生
漫湖の水質調査を実施し、漫湖の水質の変
化や分析結果を分かりやすく解説する。

100円
漫湖水鳥・湿地センター
098-840-5121

http://www.geocities.jp/manko_mizudori/

7/25(日) 泥のいきもの
漫湖水鳥・湿地センター運営協議
会

漫湖水鳥・湿地センター －
講師：藤井先生
干潟の生き物種類と生態について解説する。

100円
漫湖水鳥・湿地センター
098-840-5121

http://www.geocities.jp/manko_mizudori/

8/7(土) マングローブ染め教室
漫湖水鳥・湿地センター運営協議
会

漫湖水鳥・湿地センター －
講師：並河先生
マングローブを使った染物によりエコバック等
を作成する。

500円
漫湖水鳥・湿地センター
098-840-5121

http://www.geocities.jp/manko_mizudori/

8/10(火) コウモリ講座
漫湖水鳥・湿地センター運営協議
会

漫湖水鳥・湿地センター －
講師：吉岡先生
沖縄に生息するコウモリの生態について解説
する。

無
漫湖水鳥・湿地センター
098-840-5121

http://www.geocities.jp/manko_mizudori/

8/14(土) カニ講座①
漫湖水鳥・湿地センター運営協議
会

漫湖水鳥・湿地センター －
講師：鹿谷先生
漫湖に生息するカニの生態について、実物を
捕まえて解説する。前半

100円
漫湖水鳥・湿地センター
098-840-5121

http://www.geocities.jp/manko_mizudori/

8/15(日) 昆虫標本をつくろう
漫湖水鳥・湿地センター運営協議
会

漫湖水鳥・湿地センター －
講師：杉本先生
漫湖で捕まえた生き物を用いて昆虫標本を作
成する。

100円
漫湖水鳥・湿地センター
098-840-5121

http://www.geocities.jp/manko_mizudori/

8/29(日) 干潟のさかな
漫湖水鳥・湿地センター運営協議
会

漫湖水鳥・湿地センター －
講師：山本
漫湖に生息するハゼなどの底性魚類につい
て、生態や捕まえ方について解説する。

100円
漫湖水鳥・湿地センター
098-840^5121

http://www.geocities.jp/manko_mizudori/

7/24（土） 新宿御苑ガイドウォーク 新宿御苑管理事務所
新宿御苑
（東京都）

新宿御苑パークボランティアがガイドとなり、
時期のみどころを中心にツアーガイドを行う。

一般 無 当日参加
新宿御苑管理事務所
03-3350-0151

http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/index.html

8/７（土）
夜の森たんけん（母と子の森自
然観察会）

新宿御苑管理事務所
新宿御苑
（東京都）

夜の新宿御苑でセミの羽化など夜の生き物
の活動を観察する。

親子
（小学３年生以
上）

無 事前申し込み制
新宿御苑管理事務所
03-3350-0151

http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/index.html

7／25(日)
夏の自然教室
夏の御苑にふれよう

京都御苑管理事務所、国民公園協
会京都御苑

京都御苑（京都府）
夏に見られる動植物について、専門家の話を
聞きながら御苑内を歩きます。

一般 無料
京都御苑管理事務所
075-211-6348

http://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/index.html

8／3 (火)～
8 (日)

夏のトンボ池一般公開
京都御苑管理事務所、国民公園協
会京都御苑

京都御苑（京都府）
通常非公開となっているトンボ池を、ハスの
開花に合わせて一般公開します。簡易な解説
も行います。

一般 無料 開催日はハスの状況で変更有り
京都御苑管理事務所
075-211-6348

http://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/index.html
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