
実施予定行事

期日 行事名
（複数の場合、回数記入） 開催場所 行事概要

（４０字程度で簡潔に）
参加
対象

（あれば
 定員） 参加費 〆切 問い合わせ先 電話番号

1 4/25(日) 礼文島渡り鳥の観察会 礼文郡礼文町船泊「久
種湖」

礼文島の久種湖において来飛してい
る野鳥（特に渡り鳥を中心に）の種と数
を調査し、その特徴を観察する。

一般公園
利用者 0 稚内自然保護官事務所 ０１６２－８２－２５２７

2 4/29（木） 自然観察とバードウォッチ
ング

千歳市支笏湖温泉「野
鳥の森」

支笏湖畔から野鳥の森において自然
観察及び探鳥会を実施する。

一般公園
利用者 0 支笏湖自然保護官事務

所 ０１２３－２５－２３５０

3 4/29（木） みどりの日の探鳥会 シラルトロ沼園地

春の訪れとともに湿原にも南から渡り
鳥がやってきます。鳥の鳴き声を聴き
ながら、鳥と湿原の関わりについても
観察します。

一般
釧路自然保護官事務所
塘路湖エコミュージアム
センター

0154-21-9393

01548-7-3003

4 4/29（木） みどりの日・野鳥観察会 北海道川上郡弟子屈町
屈斜路（和琴半島）

和琴半島入口付近において、双眼鏡
の使い方など初心者中心の野鳥観察
を楽しみます。

小学生以
上 20 保険代

３００円 前日 川湯エコミュージアムセ
ンター 01548-3-4100

5 4/29（木） 白神山地みどりの日の集
い 秋田県山本郡藤里町

世界遺産センター（藤里館）周辺の里
山や渓谷を散策しつつ、講師が自然
解説を行う

一般 40人 保険代
300円 未定 白神山地世界遺産セン

ター（藤里館） 0185-79-3001

6 4/29（木） 残雪の八幡平山頂での自
然観察会

秋田県松尾村八幡平山
頂

残雪の八幡平山頂をカンジキを付けて
散策し、雪解けや木々の芽吹きなどか
ら春の自然を感じとる観察会

一般 30人 保険代
200円 ５日前 八幡平自然保護官事務

所 0186-30-0330

7 4/24（土） 春の姉ヶ崎を歩こう
岩手県宮古市崎鍬ヶ崎
（休暇村陸中宮古周辺
の園地）

宮古V.C.周辺で春植物やウミネコ繁殖
地の観察とネイチャーゲームを実施す
る。

小学生 30人 無料 4/25 宮古自然保護官事務所 0193-62-3912

8 4/24（土） 春の自然観察会及びハイ
キング

唐桑半島遊歩道及び早
馬山

唐桑半島遊歩道をハイキングしながら
早春の植物観察をする 一般 20人 100円 唐桑町産業振興課 0226-32-3130

9 4/29（木） 裏磐梯自然観察会「みどりの
日・ビンゴで歩こう五色沼

福島県耶麻郡北塩原村

ビンゴゲームを行いながら自然に親しむと
ともに「五色沼発見マップ」を各グループで
作成する

家族連れ
やグルー
プ 20組

大人600円
小人400円
（保険・資
料代等）

2004/4/2
5

裏磐梯ビジターセンター
裏磐梯自然保護官事務所

0241-32-2850
0241-32-2221
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10 4/29（木） 自然とふれあうみどりの日の
集い「高舘山自然観察会」 山形県鶴岡市

市民に親しまれている自然休養林内を散
策し、ブナ、ミズナラ等の木々及び早春の
草花、野鳥の自然観察を行うもの。

一般 ３０名

大人300円
小人200円
（保険・資
料代等）

4/26 月山ビジターセンター
羽黒自然保護官事務所 0235-62-4321

0235-62-4777

11 4/29（木） 自然にふれあうみどりの
日　自然観察会 下田市須崎爪木崎

伊豆半島に自生する樹木などを観察
する。昼食をはさんで約４時間のコー
ス。

一般 30
保険・資
料代　２０
０円

4/20 下田自然保護官事務所
下田市役所農林水産課

0558-22-9533
0558-22-3914

12 4/29（木） 自然にふれあうみどりの
日　自然観察会

神奈川県足柄下郡箱根
町

湖尻から仙石原まで歩く8km，6時間の
コース。野生のスミレを中心に観察。 一般 50 保険代　１

００円 4/15

南関東地区自然保護事
務所
箱根ビジターセンター

0460-4-8727
0460-4-9981

13 4/24（土） 方言から見た紀伊大島の
自然

和歌山県西牟婁郡串本
町

紀南地域で方言に用いられている植
物に焦点をあて植物と生活の関わり
合いについて理解を深める。

一般 20名 100（保険
料） 4/23 近畿地区自然保護事務

所熊野支所 0735-22-03452

14 4/29（木） 早春の地蔵崎を巡る探鳥
会

地蔵崎（島根県美保関
町）

　早春の島根半島を歩き，夏鳥の訪れ
を目にする． 不問 30 実費(保険

代) 4/23 松江自然保護官事務所 0852-21-7626

15 4/25(日) 瀬戸内海国立公園再見ツ
アー

坂出市王越町木沢字西
山１７３３－１８

自然観察をしながら食材となる野草や
タケノコを採取し料理を作り食べる。併
せて香川県と国立公園７０周年行事で
記念植樹

個人及び
グループ
の合計７
０歳

50

大人４００
円高校生
以下２００
円

4/10 五色台ビジターセンター 0877-47-2479

16 4/29（祝） へんろ道をウォークしよう

坂出市の四国霊場第８１
番白峰寺から根香寺（８
２番）経由高松市香西口
まで

白峰寺～根香寺～香西口までの四国
の道ハイキング

小学生以
上 40

大人５００
円高校生
以下３００
円

4/27 五色台ビジターセンター 0877-47-2479

17 4/29（祝） 指定７０周年記念行事み
どりの日クリーン活動 倉敷市下津井

鷲羽山特別地域内の自然研究路を中
心に空き瓶、空き缶たばこの吸い殻等
の清掃を行う

ＰＶ及び
一般 無料 鷲羽山ＰＶの会 086-429-1658

18 4/29(祝) 自然とふれあうみどりの日
の集い

熊本県高森町、南阿蘇
ビジターセンター

野草園において、春の野の草花を観
察する。 一般 なし100円

（保険料）
当日受

付

阿蘇自然保護官事務所
（九州地区自然保護事
務所）

0967-34-0254
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19 4/25(日) 淀川登山口～花之江河周
辺観察会 鹿児島県屋久町

淀川登山口から花之江河までの登山
道を散策しながら、動植物の観察を行
う。

屋久島島
内在住者 20

３００円
（保険料
等）

4/20 屋久島自然保護官事務
所 0997-46-2992

20 4/29(祝) 自然観察会 熊本県苓北町 富岡半島の植物観察 一般 10 500 4/10 天草自然保護管事務所 0969-23-8366

21 4/29(祝) 黒岩山・泉水山自然観察
会

大分県九重町　長者原
ビジターセンター

牧ノ戸峠～黒岩山～上泉水山一帯で
自然観察会 一般 なし なし当日まで

可 長者原ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ 0973-79-2154

22 4/29(祝) ノカイドウ観賞と白鳥山登
山

宮崎県えびの市えびの
高原

えびの高原に自生するノカイドウ観察
と３つの火山湖を巡りながら動植物の
観察を行う。

一般 50 保険料
100

当日まで
受付

えびの自然保護官事務
所 0984-33-1108

23 4/29(祝) みどりの日自然観察会 長崎県小浜町雲仙
雲仙温泉街から原生沼～絹笠山～白
雲の池を周遊し、季節の動植物及風
景に親しむ。

一般 なし無料 当日 雲仙お山の情報館 0957-73-3636

24 4/25(日) 棹崎公園自然観察会 長崎県対馬市 春の棹崎公園の植物や鳥などをお散
歩気分で観察 一般 15 保険料

100円 当日
対馬自然保護官事務所
（対馬野生生物保護セ
ンター）

0920-84-5577

25 4月29日 リュウキュウアユをもっと
知りたい！

奄美野生生物保護セン
ター

リュウキュウアユの生態や保護に係る
観察会（4/29）と企画展（～5/30）

小中学
生・一般 40 無料 奄美野生生物保護セン

ター 0997-55-8620

26 5/4（祝） うるずんの西表島自然観
察会 西表島

西表島古見の後良川において、干潟
のマングローブや低性生物の観察、生
息地に関する体験プログラムを実施す
る。

小中学
生・一般 30 無料 4/27 石垣自然保護事務所 0980-82-4768

27 4/29(木） 春の自然教室 京都御苑
専門の講師（植物・キノコ・昆虫・鳥）に
よる自然解説を聞きながら京都御苑
の自然観察をします

一般 なし無料 当日受
付 京都御苑管理事務所 075-211-6348


