
平成30年度「自然に親しむ運動」期間外　実施行事一覧(8/21以降）
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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
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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

鳥
取
県

1 9/1(土)～2(日) ファミリーキャンプ 船上山少年自然の家 船上山少年自然の家 大山隠岐国立公園
テントに宿泊し、カヌー＆いかだ、谷川探検、野外炊飯な
ど親子で体験します。

○ 小・中学生とその親子 3,600円
要事前申込
定員16家族程度

船上山少年自然の家
TEL:0858‐55‐7111

http://ｗｗｗ.pref.totori.lg.jp/senjyozan/

1
8/21(火)～
9/24(月振)

第39回特別展
生きものたちの攻と防
～ゴビウス夏の陣～

宍道湖自然館ゴビウス
宍道湖自然館ゴビウス 厳しい自然界で生き残るために特化した生きものたち

を、「攻」と「防」に注目し紹介します。
どなたでも

大人 500円
小中高生 200円

（入館料）
7/11(水)から開催

宍道湖自然館ゴビウス
TEL:0853-63-7100

http://www.gobius.jp/

2 8/21(火)～9/30(日)
RECORD
～化石が語る山陰山陽三億年
～

島根県立三瓶自然館
(公財)しまね自然と環境財
団

島根県立三瓶自然館
サヒメル

大山隠岐国立公園
（三瓶山地域）

秘蔵コレクションを含む、多数の化石資料を一堂に展示
し、中国地方の大地の歴史と生命の歩みを紹介します。

一般
大人 1,200円

小中高生 200円
7/14(土)から開催

島根県立三瓶自然館
TEL:0854-86-0500

http://nature-sanbe.jp/sahimel/

1 8/26(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。

○ 一般 1,500円
3日前迄に要予約
軍手・エプロン持参
雨天決行

国民宿舎 野呂高原ロッジ
TEL:0823-87-2390

http:/www.norosan.or.jp

2 8/26(日） 鮎のつかみ取り 広島市森林公園
広島県広島市東区福田
町字藤ヶ丸10173
広島市森林公園

池に放した鮎を捕まえて、炭火で焼いて食べます。 小学生以下 300円 先着400名
広島市森林公園管理センター
TEL:082-899-8241

http://www.daiichibs-
shitei.com/forest/index.html

1 8/21(火)～24(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）

○ 小学生 9,300円 定員60名
周南市大田原自然の家
TEL:0834-89-0461

http://gokan-furusato.org/ootabara/

2 8/21(火)～31(金) 夏休みは工作教室！
山口県立きらら浜自然観
察公園

山口県立きらら浜自然
観察公園

休園日(月曜日)以外は毎日開催！
メニューは1週間(土～金)毎に変わりますので、毎週違う
工作が楽しめます。

工作は子どものみ
無料

（19歳以上は入館料200
円が必要）

7/21(土)から開催
・8/18～8/24石で魚
を作ろう
・8/25～8/31動物の
ペン立て

山口県立きらら浜自然観察公園
TEL:0836-66-2030

http://kirara-h.com/

3 8/26(日)
ファミリーアドベンチャー
カヌーツーリング

周南市大田原自然の家 菅野湖周辺
手作りのカナディアンカヌーを漕いで、菅野湖を日常とは
違った視点で、ちょっとした冒険の旅に出かけよう。

○
小学3年生～中学生とそ

の保護者
900円 定員8組16名

周南市大田原自然の家
TEL:0834-89-0461

http://gokan-furusato.org/ootabara/

4 9/9(日) 歩こう会 石田 健一
集合場所：小羽山ふれ
あいセンター

福岡県英彦山国定公園
季節の植物を愛で、自然や人と親しみながらの登山を実
施します。

○ 一般 2,000円
定員20名
持ち物：弁当、飲料
水、雨具

石田　健一
TEL:0836-34-2445

5 9/16(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）

山口県十種ヶ峰青少年
自然の家
（山口市阿東嘉年下
1883-2）

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。

親子・一般
大人 1,000円
子ども 600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（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
(山本和宏 )
TEL:083-958-0033

www.c-able.ne.jp/~seed-
10/pdf/syusai/youkou/2018/nennkann.pdf

6 9/29(土)～30(日) 第38回防府市緑花祭 防府市 緑化推進委員会
防府駅てんじんぐち
多目的広場

花苗の無料配布など、緑化に関するイベントを開催しま
す。

一般 無料 定員4,000名
防府市　緑化推進委員会
(防府市　都市計画課)

7 10/27(土)～28(日) 十種ヶ峰キッズキャンプ

(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）

山口県十種ヶ峰青少年
自然の家
（山口市阿東嘉年下
1883-2）

大自然の中でテントを立てたり、収穫した野菜で野外炊
事をしたりして、地域の人々との交流を深めます。

○ 小学4～6年生 1,500円

定員16名
持ち物：合羽、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
(山本和宏 )
TEL:083-958-0033

www.c-able.ne.jp/~seed-
10/pdf/syusai/youkou/2018/nennkann.pdf

8 11/17(土) 苔玉を作ろう

(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）

山口県十種ヶ峰青少年
自然の家
（山口市阿東嘉年下
1883-2）

地域の人々と共に苔玉を作り、また、地域の鍋を味わう
ことで、自然や地域の人々との交流を深めます。

親子・一般
大人 900円

子ども 800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(作品入れ
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
(山本和宏 )
TEL:083-958-0033

www.c-able.ne.jp/~seed-
10/pdf/syusai/youkou/2018/nennkann.pdf

9 1/1(火祝) 平原岳初日出登山
小野地区平原岳登山有志
の会

集合場所：小野ふれあ
いセンター

初日の出を拝むための登山を実施します。 ○ 一般 無料
定員25名
持ち物：ヘッド・ラン
プ、防寒着

小野ふれあいセンター
TEL:0836-64-2024

10 2/11(月祝) 平原岳登山 小野地区体育推進協議会
集合場所：小野ふれあ
いセンター

平原岳からの眺望を楽しむための登山を実施します。 ○ 一般 300円
定員85名
持ち物：防寒着

小野ふれあいセンター
TEL:0836-64-2024

11 3/9(土) 星空探偵団 由宇青少年自然の家
岩国市由宇町深町2273
－2

銭壺山の山頂近くに位置する由宇青少年自然の家で、
星空を観察し、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

由宇青少年自然の家
TEL:0827－63－1513

http：//www.furepaku.com

12
3/17(日)
（予定）

雑山をヤマザクラの山へ（仮称） 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

荒廃林地を整備することにより災害防止、環境整備が図
られます。
整備地にはヤマザクラを植樹し、地域住民等の憩いの
場とします。

○ 一般 1,000円
定員30名
作業のできる服装

周東総合支所農林建設課
TEL:082784-1117

http://shuto-satoyama.com

1
8～9月の

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

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！
10:30～12:00、13:30～15:00

一般
無料

（別途、入園料金・駐車
料金）

当日受付
定員各回30名

自然生態園
TEL:0877-79-1807

http://sanukimannoupark.jp/

山
口
県

島
根
県

広
島
県



2 8/26(日） 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

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！
10:30～12:00、13:30～15:00

一般
無料

（別途、入園料金・駐車
料金）

当日受付
定員各回20名

自然生態園
TEL:0877-79-1807

http://sanukimannoupark.jp/

3 9/1(土) 五色台自然楽校 かがわ自然観察会 休暇村讃岐五色台
マイ提灯を作って、夜の森を歩きながら、鳴く虫の観察
や、天体観察をします。

○ 親子 500円
持ち物：野外活動が
できる服装、タオル、
水筒

休暇村讃岐五色台
TEL:0877-47-0231

http://shizenkansatu.web.fc2.com/

4 9/16(日)～9/25(火) まちかど生き物標本展 香川県
東かがわ市文化交流プ
ラザ

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

5 10/4(木)～10/14(日) まちかど生き物標本展 香川県 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。

一般 無料
香川県みどり保全課
TEL:087-832-3212

6 10/7(日) 五色台自然楽校 かがわ自然観察会 五色台ビジターセンター
秋の森を歩き、竹林の整備をおこない、自然素材で、壁
飾りを作ります。

○ 親子 300円
持ち物：野外活動が
できる服装、タオル、
帽子、水筒

休暇村讃岐五色台
TEL:0877-47-0231

http://shizenkansatu.web.fc2.com/

7 10/20(土)
フィールド講座
「秋の川の生き物観察会」

香川県
大滝大川県立自然公園
センター

子どもたちが生き物を実感できる機会として、実際の川
の生き物を見て、触れて体験できる講座を開催します。

一般 無料

午前の部：
10:00～12:00、
午後の部：
13:30～15:30
定員各30名程度

香川県みどり保全課
TEL:087-832-3212

8 11/4(日) 五色台自然楽校 かがわ自然観察会 五色台ビジターセンター
初冬の森を歩き、森づくり体験をし、木の実などでお花炭
を作ります。

○ 親子 300円
持ち物：野外活動が
できる服装、タオル、
帽子、水筒

休暇村讃岐五色台
TEL:0877-47-0231

http://shizenkansatu.web.fc2.com/

9 11/17(土) フィールド講座
NPO法人みんなでつくる自
然史博物館・香川

香川県高松市
屋島北嶺

屋島を散策しながら、さまざまな動植物を観察します。 ○ 一般 300円
要申込
先着30名

みんなでつくる自然史博物館・香
川
TEL:087-813-4933

http://www.kcmnh.org/

10 11/24(土)・25(日) 屋島で秋を探そう 屋島少年自然の家 屋島少年自然の家 クラフト、軽スポーツ、オリエンテーリング等 ○
県内の小学1～3年生、

保護者
3,000円程度

屋島少年自然の家
TEL:087-843-4545

http://www.pref.kagawa.lg.jp//content/etc/su
bsite/yasho/

11 1/26(土)・27(日) ウインターチャレンジin屋島 屋島少年自然の家 屋島少年自然の家 クラフト、軽スポーツ、オリエンテーリング等 ○
県内の小学5・6年、

中学生
3,000円程度

屋島少年自然の家
TEL:087-843-4545

http://www.pref.kagawa.lg.jp//content/etc/su
bsite/yasho/

12 3/9(土) 屋島で春を探そう 屋島少年自然の家 屋島少年自然の家 クラフト、オリエンテーリング等 ○
県内の小学1～3年生、

保護者
1,500円程度

屋島少年自然の家
TEL:087-843-4545

http://www.pref.kagawa.lg.jp//content/etc/su
bsite/yasho/

1 8/29(水)
生物多様性保全事業
公民館勉強会
「コウモリと惑星観察会」

西条市 飯岡公民館 身近な動物であるコウモリと、惑星の観察をします。 一般 無料 詳細はHP参照
西条市環境衛生課
TEL:0897-52-1382

http://www.city.saijo.ehime.jp

2 9/8(土) 鴨池海岸自然観察会 松山自然保護官事務所
愛媛県今治市大西町
鴨池海岸

瀬戸内海国立公園 干潟や潮だまりの生物を捕まえて、観察します。
小学生とその保護者
(小学生のみの参加不

可)
100円程度

小雨決行、荒天時中
止

中国四国地方環境事務所 四国
事務所
TEL:087-811-6227

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

3 9/8(土)
自然観察会
「海辺の生き物」

松山市都市環境学習セン
ター

粟井川河口付近 講師の案内で、粟井川河口付近の生き物を観察します。
小学4年生以上の子ども
とその保護者
（大人のみの参加可）

無料
事前申込必要
定員20名程度
詳細はHP参照

松山市都市環境学習センター
TEL:089-911-0250

http://toshikan.org/

4 9/15(土)
生物多様性保全事業
公民館勉強会
「コケ観察会」

西条市 氷見公民館・石岡神社 コケや生き物（地衣類、シダなど）の観察をします。 一般 無料 詳細はHP参照
西条市環境衛生課
TEL:0897-52-1382

http://www.city.saijo.ehime.jp

高
知
県

1 8/21(火)～26(日) 中国四国の国立公園展 中国四国地方環境事務所
高知県四万十市
サンリバー四万十

足摺宇和海国立公園
国立公園内の魅力ある景色や、活動を紹介する写真展
です。

どなたでも 無料 7/28(土)から開催
環境省土佐清水自然保護官事
務所
TEL:0880-82-2350

https://www.env.go.jp/park/ashizuri/
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県
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県


