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8/7（日） プチ自然観察会 稚内自然保護官事務所
サロベツ原生花園サロベツ湿原
センター

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 50円
稚内自然保護官事務所
0162-33-1100

8/4（木）～
8/23（火）
【20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
サロベツ原生花園サロベツ湿原
センター

利尻礼文サロベツ国立公
園

サブレンジャー被雇用者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
稚内自然保護官事務所
0162-33-1100

7/23（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自生する草花
や野生動物の観察を実施する。

一般 50円
稚内自然保護官事務所
0162-33-1100

8/7（日） 自然観察会
上川自然保護官事務所・上川公民
館

北海道上川郡西クマネシリ山 大雪山国立公園
夏の西クマネシリで高山植物などを観察しま
す。

一般 無 01658-2-2371

8/10（水） 夏の天女ヶ原を歩こう
東川自然保護官事務所
（東川町共催）

北海道上川郡東川町旭岳 大雪山国立公園
夏休み中の親子も含めた東川町とその周辺
の一般町民を対象とした旭岳天女ヶ原湿原周
辺の自然観察行事を行う。

一般および
小学生以上

一般300円
子供100円

東川町役場産業振興課
0166-82-2111

7/24（日）
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。

親子
ファミリー

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/

7/27（水）～
31（日）

ホタルウィーク 釧路湿原国立公園連絡協議会 温根内ビジターセンター 釧路湿原国立公園 ホタルの観察会 一般 無
温根内ビジターセンター
0154-65-2323

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

7/21(木)～
8/20　(土)

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
0154-67-2785

http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

 7/30(土) 釧路湿原クリーンデイ 釧路湿原国立公園連絡協議会 温根内周辺 釧路湿原国立公園 清掃活動、自然観察会 一般 無
釧路湿原国立公園連絡協議会
0154-31-4594

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

7/31（日） 和琴半島クリーンデー
環境省川湯自然保護官事務所
摩周・屈斜路パークボランティア連
絡会

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

パークボラン
ティア

300円
（保険代）

HP掲載不可
川湯エコミュージアムセンター
015-483-4100

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

8/1（月）～
14(日)

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 13日間(クリーンデー除く)
阿寒湖畔エコミュージアムセンター
0154-67-2785

http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

8/6
(土)

どんぐりカレンダーを作ろう 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 どんぐりを使ったカレンダーの作成 一般 無
塘路湖エコミュージアムセンター
015-487-3003

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

8/7(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
1,500円

阿寒湖畔エコミュージアムセンター
0154-67-2785

http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

8/7(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
阿寒湖畔エコミュージアムセンター
0154-67-2785

http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

8/7(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
阿寒湖畔エコミュージアムセンター
0154-67-2785

http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

8/7(日) 夏の湿原花ハイク 釧路湿原国立公園連絡協議会 温根内ビジターセンター 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
温根内ビジターセンター
0154-65-2323

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

8/12（金）～
14（日）

川湯エコミュージアムセンター
夏の特別夜間会館

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
国立公園の自然をどっぷり親しめる、虫をテー
マにした子ども向け特別企画やコンサートを企
画。

ファミリー 無
企画内容が変更になる可能性が
あります。

川湯エコミュージアムセンター
015-483-4100

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

8/13（土）～
8/21（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）
内容が変更になる可能性があり
ます。

川湯エコミュージアムセンター
015-483-4100

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

8/14(日) ザリガニウォッチング 釧路湿原国立公園連絡協議会 温根内ビジターセンター 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
温根内ビジターセンター
0154-65-2323

http://city.hokkai.or.jp/~kkr946/shisetsu_onnenai.html
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7/22（金） 八甲田大岳ゆっくり登山！ （財）自然公園財団十和田支部
青森県青森市

十和田八幡平国立公園
爽やかな風が吹く八甲田大岳をゆっくり登山し
ます。酸ヶ湯～仙人岱～大岳～毛無岱～酸ヶ
湯。

小学3年生以
上

2,000円
(財)自然公園財団十和田支部
0176-75-2368

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

7/23（土） 岩手山登山観察会 網張ビジターセンター運営協議会 岩手県岩手山 十和田八幡平国立公園
馬返し登山道を往復し、高山植物、火山地形
を観察する。

一般 1,500円
網張ビジターセンター
019-693-3777

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

7/24 (日)
『夏の磐梯山に登ろう』－
高山植物を楽しみながら　－

東北地方環境事務所 磐梯山 磐梯朝日国立公園

磐梯山登山を通じて、見頃を迎えた高山植物
や磐梯山の噴火、裏磐梯の成り立ちについて
パークボランティアからの解説を交えつつ、裏
磐梯地区の自然に親しむもの。また、今年度
より試行的に始まった携帯トイレについてもＰ
Ｒを行う。

一般 400円

裏磐梯自然保護官事務所
0241-32-2221
※申込先は裏磐梯ビジターセンター
0241-32-2850

後日、東北地方環境事務所ＨＰにて掲載予定
（http://tohoku.env.go.jp/）

7/29（金）～
31（日）

子どもパークレンジャー事業「十
二湖の仙人から学ぶ　　山と海
のつながり」

東北地方環境事務所 青森県深浦町（十二湖周辺） 白神山地世界遺産地域

崩山登山や十二湖探検、炭焼き体験や磯遊
び、キャンプを通して、白神山地の自然と日本
海の豊かさ、人の暮らしのつながりを学びま
す。

小学3年生～
中学3年生及
びその保護者

子ども8,000円
大人10,000円

NPO法人岩木山自然学校
0172-83-2670

http://tohoku.env.go.jp/nature/shirakami/

7/31（日） 野外火山教室 網張ビジターセンター運営協議会 岩手県黒倉山 十和田八幡平国立公園
網張からリフトで犬倉山まで上り、姥倉山・黒
倉山まで往復。火山現象を観察する。

一般 2,500円 リフト代、温泉入浴代込み
網張ビジターセンター
019-693-3777

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

8/1（月）
ルリイトトンボに会いに！赤沼
ガイドウォーク

（財）自然公園財団十和田支部 青森県十和田市 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
度本州一の赤沼とルリイトトンボ、緑陰のブナ
林を楽しみます。

小学3年生以
上

2,000円
(財)自然公園財団十和田支部
0176-75-2368

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

8/1(月) 自然観察会
森吉山野生鳥獣センター運営児湯
議会

秋田県北秋田市森吉山麓 森吉山鳥獣保護区 ブナ林を散策・自然を観察 児童 100円 雨天決行
秋田自然保護官事務所
018-867-8588

8/4（木）
自然体験教室「藤琴川に親しむ
子どもたちの集い」

倒置法環境事務所、共催：藤里町、
同教育委員会、白神山地世界遺産
センター（藤里館）活動協議会

秋田県山本郡藤里町
川遊びを通じて自然の素晴らしさを実感すると
ともに川上の白神山地の大切さを学ぶ

小学生と保護
者

500円 昼食持参
藤里自然保護官事務所
0185-79-3001

http://tohoku.env.go.jp/nature/shirakami/

8/5（金）～
７（日）

子どもパークレンジャー事業｢自
然アドバイザーから学ぶ　藤里
の自然の恵み」

東北地方環境事務所 秋田県藤里町（岳岱周辺） 白神山地世界遺産地域

藤里駒ケ岳登山や岳岱自然観察林の散策、
藤琴川での生き物観察、キャンプを通して、白
神山地の自然の恵みと人の暮らしのつながり
を学びます。

小学3年生～
中学3年生及
びその保護者

子ども8,000円
大人10,000円

NPO法人岩木山自然学校
0172-83-2670

http://tohoku.env.go.jp/nature/shirakami/

8/6（土）
8/7（日）

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運営協議会 岩手県網張の森 十和田八幡平国立公園 夜の網張の森でコウモリ探しと観察を行う。 一般
大人800円
子供600円

網張ビジターセンター
019-693-3777

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

8/6
（土）

テラネタリュウムin八幡平 （財）自然公園財団八幡平支部 八幡平ビジターセンター 十和田八幡平 星座観察会 一般 無
八幡平ビジターセンター
0195-78-3500

8/7
（日）

秋田駒ヶ岳自然観察会 休暇村乳頭温泉郷 駒ヶ岳 十和田八幡平 ハクサンシャジン等の高山植物の自然観察 一般
300円 休暇村乳頭温泉郷

0187-46-2244

8/14
（日）

白神山地清流と甌穴の太良峡
を訪ねる

白神山地世界遺産センター（藤里
館）活動協議会

秋田県山本郡藤里町
白神山地の清流「太良峡」や岳岱自然観察教
育林などを散策し、自然と親しむ

一般
3,500円

小中学生は
2,500円

昼食持参
藤里自然保護官事務所
0185-79-3001

8/20（土）
21 （日）

生出キャンプ場テント泊。クラフ
トと野外料理に挑戦！

（財）自然公園財団十和田支部 秋田県小坂町 十和田八幡平国立公園
湖畔ウォークでクラフト材料を収集し自然素材
のクラフトと、薪を焚いて野外料理に挑戦しま
す！

小学3年生以
上

3,000円 1泊3食付き
(財)自然公園財団十和田支部
0176-75-2368

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

 7/22(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（開催担当：箱根町）

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
0460-84-9981

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

 7/29(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（開催担当：環境省）

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
あまり知られていない芦ノ湖畔で動植物を観
察。国立公園○×クイズにも挑戦。

一般 有 雨天中止
箱根ビジターセンター
0460-84-9981

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

7/31(日)～
8/21(日)

夏休みビジターセンター活動
【早朝観察会】（毎日・計22回）

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
0460-84-9981

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

7/31(日)～
8/21(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）

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
0460-84-9981

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

7/31(日)～
8/21(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）

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
0460-84-9981

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

8/11(木)
（仮）自然の落としものを探して
大涌谷を歩こう☆

箱根自然環境事務所
神奈川県足柄下郡箱根町（大
涌谷～箱根ビジターセンター）

富士箱根伊豆国立公園
国立公園で働くレンジャーと一緒に、生きもの
の痕跡や落とし物を探しながら大涌谷からビ
ジターセンターまで歩きます。

小学4～6年生 有 雨天中止
環境省箱根自然環境事務所
0460-84-8727

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

8/5(金) 箱根の自然ボランティア体験
箱根地域自然に親しむ運動実行委
員会（開催担当：神奈川県公園協
会）

神奈川県足柄下郡箱根町（詳
細は未定）

富士箱根伊豆国立公園
箱根の植物を守る外来植物の駆除体験と自
然観察を楽しみます。

一般 有 雨天中止
箱根ビジターセンター
0460-84-9981

http://www.env.go.jp/park/fujihakone/topics/index.html
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7/23（土） 水辺の生きもの観察会
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）

三重県志摩市 伊勢志摩国立公園
水辺に生息する生きもの観察を通じて、生態
系の大切さを学ぶ

一般
（小学生以上）

無
横山ビジターセンター
0599-44-0567

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

7/24（日） 和具大島の生きもの観察会
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）

三重県志摩市 伊勢志摩国立公園
普段立ち入ることが出来ない和具大島に生
息、生育する動植物の観察を通じて自然の大
切さを学ぶ

一般
（小学4年生以

上）
無

横山ビジターセンター
0599-44-0567

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

7/30（土） シュノーケリング海中散歩
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）

三重県度会郡南伊勢町 伊勢志摩国立公園
シュノーケルを使い、海の生き物を観察を通じ
て、海の自然の大切さを体感する自然観察会

一般
（小学4年生以

上）
無

横山ビジターセンター
0599-44-0567

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

8/4（木） 夏の星空観察会
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）

三重県志摩市 伊勢志摩国立公園
夏の星座を観察しながら、空気（大気）の大切
さを学ぶ

一般
（小学生以上）

無
横山ビジターセンター
0599-44-0567

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

長
野
自
然
環
境
事
務
所

8/6（土）～
8/14（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（笹ヶ峰会場）及び妙高高
原ビジターセンター（池の平会
場）

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

【笹ヶ峰会場】
妙高高原自然保護官事務所
0255-86-2441
【池の平会場】
妙高高原ビジターセンター
0255-86-4599

【池の平会場】
http://www.myoko.tv/mvc/shizen/kansatsu_tj.html

7/21(木）
8/20（土）

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(木）
8/20（土）

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（木）
8/20（土）

カヌー教室 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/

8/7（日） 蒸し暑い夜の観察会 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・ビジターセンター周
辺で夜ならではの面白昆虫ウォッチングを行う
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/

8/2（火）
8/3（水）

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
赤穂市教育研究所
0791-42-2326

7/31（日） 海のおさかな観察会 熊野自然保護官事務所 和歌山県那智勝浦町宇久井 吉野熊野国立公園
魚類に関する講義と、生きた魚のフィールド観
察をしてもらう。

小学生以上
100円

（保険代）
荒天地はフィールド観察を別な講
義に代える

熊野自然保護官事務所
0735-22-0342

7/23（土）
7/24（日）
8/6（土）
8/13（土）

開催回数4回

吉野熊野国立公園大台ヶ原地
区自然観察会
「大台ヶ原の～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_2011/0517b.html

8/14（日）
開催回数1回

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

http://kinki.env.go.jp/to_2011/0517b.html

7/31（日）
大山ブナの森観察会と木工教
室

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。 小学生以上 500円

一般財団法人自然公園財団鳥取支
部大山事業所
0859-52-2165

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

8/5（金）～
7（日）

平成23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
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 500円 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.bes.or.jp/daisen/

7/31（日） 虹ヶ浜干潟の生き物観察会 広島事務所 虹ヶ浜 瀬戸内海国立公園
虹ヶ浜の干潟に生息する生き物や海浜植物を
観察する。

小学生以上 100円
事前申込要
雨天中止

広島事務所
082-223-7450

http://chushikoku.env.go.jp/

7/2(土)～
7/31(日)

アクティブレンジャー国立公園
写真展

中国四国地方環境事務所 五色台ビジターセンター 瀬戸内海国立公園
中国四国地方のアクティブレンジャーによる国
立公園写真展。また国立公園で行われている
保全活動や取組も紹介。

一般 無
高松事務所（大林）
087-811-6227

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

8/上旬～
9/下旬

企画展「国立公園展」
五色台ビジターセンター
（高松事務所）

五色台ビジターセンター 瀬戸内海国立公園
全国29ヶ所の国立公園をパネルや映像を使っ
て紹介。レンジャーの仕事なども紹介。

一般 無
五色台ビジターセンター
0877-47-2479

http://www.ab.auone-net.jp/~goshiki/
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7/23（土） 阿蘇のチョウ観察会
九州地方環境事務所
休暇村南阿蘇

南阿蘇ビジターセンター 阿蘇くじゅう国立公園
阿蘇野草園を散策しながらチョウを観察し、生
息環境や食草、生態などチョウについて学習
する。

一般 100円
南阿蘇ビジターセンター
0967-62-0911

http://www1.ocn.ne.jp/~aso-vc/

7/24（日）
阿蘇の自然に親しむ集い「南阿
蘇の水源を巡ろう」

九州地方環境事務所
阿蘇自然環境事務所

南阿蘇村 阿蘇くじゅう国立公園
南阿蘇村に散在する水源地（白川水源以外）
を巡り、南阿蘇村を散策する。

一般 100円 別途交通費２３０円が必要。
阿蘇自然環境事務所
0967-34-0254

7/24（日）
諏訪の池で宝さがし！～昆虫
観察会　チョウ編～

九州地方環境事務所、(財)休暇村
協会　休暇村雲仙共催

雲仙諏訪の池ビジターセンター 雲仙天草
諏訪の池のチョウを主にした昆虫の観察会を
実施する

小学生以上 200円
小学3年生以下は保護者同伴で
お願いします。

雲仙諏訪の池ビジターセンター
0957-76-5010

http://suwanoikevc.web.fc2.com/

7/30（土）
自然に親しむ「霧島温泉の自然
散策」

九州地方環境事務所 鹿児島県霧島市丸尾 霧島屋久
丸尾の自然探勝路の自然観察を行い、滝や
温泉などの丸尾の自然に親しむ。

一般（児童） 300円 雨天中止
えびの自然保護官事務所
0984-33-1108

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

7/31（日）
夏の花を探しに行こう！in九十
九島

九十九島ビジターセンター 九十九島の無人島 西海国立公園
船で島に渡って、九十九島を代表する夏の
花、ハマボウとカノコユリの観察を行います。

小学生以上
500円

（保険料）
小学3年生以下は保護者同伴

九十九島ビジターセンター
0956-28-7919（tel）
0956-28-7351（fax）

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

8/3（水）
くじゅう地域
子どもパークレンジャー

九州地方環境事務所 竹田市久住町
阿蘇くじゅう国立公園　く
じゅう地域

レンジャーの仕事を体験（生物調査） 小学3～6年生 無
くじゅう自然保護官事務所
0973-79-2631

8/7（日）
夏の白嶽湿地生きものみっけ
ハイキング

九州地方環境事務所
上天草市姫戸町
白嶽森林公園

雲仙天草 白嶽ハイキングと湿地での生きもの観察 一般 50円 保険代
天草自然保護官事務所
0969-23-8366

8/7（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
昆虫や鳥などの観察を通し、夏でも涼しいえ
びの高原の自然に親しむ。

一般（児童） 300円 雨天中止
えびの自然保護官事務所
0984-33-1108

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

8/7（日）
ツシマヤマネコ応援団　交通事
故対策プロジェクト

ツシマヤマネコ応援団 対馬市 壱岐対馬国定公園

ツシマヤマネコの交通事故の防止のため、ツ
シマヤマネコ交通事故警戒標識の清掃もしく
は、道路下のカルバート清掃（ツシマヤマネコ
の移動経路確保のため）を実施

応援団員
対馬野生生物
保護センター
学生実習生

無
対馬野生生物保護センター
0920-84-5577

8/7（日） 自然公園クリーンデー 九州地方環境事務所福岡事務所 北九州市門司区めかり公園 瀬戸内海国立公園 一般市民参加による清掃活動を実施する。 一般 無 雨天中止
福岡事務所（蒲池）
092-437-8851

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

8/7（日） 知林ヶ島周辺自然観察会 休暇村指宿 指宿市東方 霧島屋久国立公園
知林ヶ島周辺を散策しながらの動植物の観察
など

一般 無
鹿児島地区パークボランティアの会
事務局（宮田）
0993-22-3211

8/14（日） うみかぜガイドウォーク 九十九島ビジターセンター
西海パールシーリゾート
うみかぜ広場

西海国立公園
今年4月に整備された「うみかぜ広場」にて自
然観察を交えたガイドウォークを行います。

一般
100円

（保険料）
当日募集

九十九島ビジターセンター
0956-28-7919（tel）
0956-28-7351（fax）

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

8/20（土） バードウォッチングin野草園
九州地方環境事務所
休暇村南阿蘇

南阿蘇ビジターセンター 阿蘇くじゅう国立公園
阿蘇野草園を散策し、シジュウカラやコゲラな
どの留鳥やオオルリなどの夏鳥など、季節毎
の野鳥を観察する。

一般 無
毎月第3土曜日
9：00～10：30開催

南阿蘇ビジターセンター
0967-62-0911

http://www1.ocn.ne.jp/~aso-vc/

8/20（土） ヤクスギランド清掃 屋久島パークボランティアの会
ヤクスギランド
鹿児島県熊毛郡屋久島町

霧島屋久国立公園 ヤクスギランドの清掃
屋久島パーク
ボランティアの

会会員
無

屋久島自然保護官事務所
0997-46-2992

http://www.env.go.jp/park/kirishima/ywhcc/np/ypv.htm

7/23（土）
水質調査　「漫湖のみずしらべ
隊」

漫湖水鳥・湿地センター管理運営協
議会

漫湖水鳥・湿地センター 漫湖鳥獣保護区
漫湖の水質調査を実施し、水質の変化や分析
結果を分かりやすく解説する。

小学生以上 無
漫湖水鳥・湿地センター
098-840-5121

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

7/24 (日) 絵画教室「たまごから鳥になる」
漫湖水鳥・湿地センター管理運営協
議会

漫湖水鳥・湿地センター 漫湖鳥獣保護区 タマゴの形から鳥の書き方を学ぶ。 小学生以上 無
漫湖水鳥・湿地センター
098-840-5121

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

7/25（月）
（予定）

川の観察会
（正式名未定）

環境省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共催

奄美大島 －
箱メガネ等を使ってリュウキュウアユほか川の
生きものを観察。

－ 無
奄美野生生物保護センター
0997-55-8620

7/30（土）
幼児向けカニの　観察会「カニさ
んとなかよし」

漫湖水鳥・湿地センター管理運営協
議会

漫湖水鳥・湿地センター 漫湖鳥獣保護区
漫湖に生息するカニの様子を観察し、実際に
捕まえてみる。

幼児・親子 100円
漫湖水鳥・湿地センター
098-840-5121

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

7/31（日）
ものづくり
「マングローブで染めてみよう」

漫湖水鳥・湿地センター管理運営協
議会

漫湖水鳥・湿地センター 漫湖鳥獣保護区
漫湖で伐採したマングローブを使いエコグッズ
風呂敷を染める。

小学生以上 600円 保護者同伴で未就学児の参加可
漫湖水鳥・湿地センター
098-840-5121

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

7月下旬 海の自然教室 那覇自然環境事務所 真栄里海岸 西表石垣国立応援
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。

小学5年生 無
石垣自然保護官事務所
0980-82-4768

8/8（月）
（予定）

ネイチャークラフト教室
（正式名未定）

環境省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共催

奄美大島 －
ゆりむん（海辺で拾ったサンゴ石やシーグラ
ス）でキャンドルスタンドを工作

－ 無
奄美野生生物保護センター
0997-55-8620

8/6（土）
魚の観察会
「空とぶさかな」

漫湖水鳥・湿地センター管理運営協
議会

漫湖水鳥・湿地センター 漫湖鳥獣保護区
漫湖に生息する底性魚類について、生態や捕
まえ方について解説する。

小学生以上 100円 保護者同伴
漫湖水鳥・湿地センター
098-840-5121

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

8/9（火） 生き物スケッチ絵葉書教室 やんばる自然体験活動協議会 ウフギー自然館 －
身近な生き物を観察し、発見したことを絵葉書
にスケッチする。

－ 無
やんばる野生生物保護センター
0980-50-1025

http://www.ufugi-yambaru.com/
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7/23（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

8/13（土）
夜の森たんけん（母と子の森自
然観察教室）

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

7/24 (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、講師の解説を
聞きながら苑内を散策します。

一般 無
京都御苑管理事務所
075-211-6348

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

8/5 (金)～
7 (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、期間限定
で一般公開します。簡易な解説も行います。

一般 無
京都御苑管理事務所
075-211-6348

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

※掲載行事は計画として取りまとめたものであり、内容について今後変更が生じる場合があります。あらかじめ御了承下さい。
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