
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）

都道
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
わりの有

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

1 通年 ネイチャーウオーク大沼公園 塩原温泉ビジターセンター
栃木県那須塩原市
奥塩原温泉塩原自然研
究路・大沼公園

日光国立公園 塩原・大沼公園の森で、四季を観察してみよう！ ○
一般

家族連れ
500円 詳細はHP参照

塩原温泉ビジターセンター
TEL:0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp/vc/

2 通年 遊歩道自然散策 塩原温泉ビジターセンター
栃木県那須塩原市
塩原温泉ビジターセン
ター周辺遊歩道

日光国立公園 遊歩道の森で、四季を観察してみよう！ ○
一般

家族連れ
小学生以上

300円 詳細はHP参照
塩原温泉ビジターセンター
TEL:0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp/vc/

3 8/24(金)
中禅寺湖畔ナイトハイキング
2018

日光自然博物館
栃木県日光市
中禅寺湖

日光国立公園
夜の中禅寺湖畔で暗闇や星空、夜の生きものを楽しむイ
ベントです。

○ 親子、一般 一律1,000円
日光自然博物館
TEL:0288-55-0880

https://www.nikko-nsm.co.jp/

4 8/25(土) 戦場ヶ原ナイトハイキング2018 日光自然博物館
栃木県日光市
戦場ヶ原

日光国立公園
夜の戦場ヶ原の暗闇や星空、夜の生きものを楽しむイベ
ントです。

○ 親子、一般 一律1,000円
日光自然博物館
TEL:0288-55-0880

https://www.nikko-nsm.co.jp/

5 8/29(水)・30(木) どき土器探検隊
太平少年自然の家
壬生町教育委員会

栃木県栃木市
壬生町古墳
太平少年自然の家

壬生町にある古墳の発掘体験や土器埴輪作り、古代米
を使った野外調理をします。

県内の小学４～６年生 4，000円
申込期間
6/15(金)～30(土)

太平少年自然の家
TEL:0282-24-8551

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m62/education/s
hougai/kanrenshisetu/ohira-top.html

6 9/1(土)～2(日)
ふれあい登山教室 in 那須連峰
②

なす高原自然の家
栃木県那須町
なす高原自然の家とそ
の周辺

1日目は足慣らしのハイキングを行い、2日目は南月山登
山を行います。

○ 県内在住の成人女性 7,500円
申込期間
7/1(日)～7/16(月)

なす高原自然の家
TEL:0287-76-6240

http://windy-nasu.jp/source/events.html

7 9/2(日)
森の集い
「竹を使ってご飯を炊いてみよ
う」

たかはらの森管理グルー
プ県民の森管理事務所

栃木県矢板市
栃木県県民の森キャン
プ場

竹で飯ごうを作り、ほのかに竹の香りがするご飯を炊い
ていきます。

○ 県内在住の方 1,000円/組
要申込
先着9組（35名程度）

たかはらの森管理グループ県民
の森管理事務所
TEL:0287-43-0479

http://県民の森.tochigi.jp

8 9/8(土) 太平山ハイクとぶどう狩り 太平少年自然の家
栃木県栃木市
太平少年自然の家周辺
とぶどう園

太平山の自然に触れるハイキングと、ぶどう狩りを楽し
みます。

○
県内5歳以上の子どもと
保護者等

800円
申込期間
7/18(水)～31(火)

太平少年自然の家
TEL:0282-24-8551

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m63/education/s
hougai/kanrenshisetu/ohira-top.html

9 9/16(日)
森の集い
「ツリークライミングin県民の森」

たかはらの森管理グルー
プ県民の森管理事務所

栃木県矢板市
栃木県県民の森キャン
プ場

専用のロープなど安全保護具を着用して木に登り、自然
との一体感を楽しみます。
今までとは違った世界観が広がります。

○ 県内在住者 1,000円/人
要申込
先着30名

たかはらの森管理グループ県民
の森管理事務所
TEL:0287-43-0479

http://県民の森.tochigi.jp

10 9/22(土) きのこの観察会in中央公園 栃木県立博物館
栃木県睦町
栃木県立博物館

身近なキノコを観察するとともに、キノコの発生する環境
や、キノコの働きについてお話しします。

どなたでも 100円(保険代)
持ち物：筆記用具、
防虫用の長袖と長ズ
ボン、虫よけ、雨具

栃木県立博物館教育広報課
TEL:028-634-1312

http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/event/watc
h.html

11 9/22(土)
森の集い
「夕暮れと焚火～大人の時間の
過ごし方～」

たかはらの森管理グルー
プ県民の森管理事務所

栃木県矢板
市栃木県県民の森

夕暮れを待ちながらコーヒー焙煎や燻製作りなどを楽し
み、日没後は焚火と共に優雅な時間を過ごします。

○ 県内在住の18歳以上 1,000円/組
要申込
先着8組（25名程度）

たかはらの森管理グループ県民
の森管理事務所
TEL:0287-43-0479

http://県民の森.tochigi.jp

12 9/23(日祝)
土の中のワンダーランド！
土の中の生きものを探そう

栃木県立博物館
栃木県睦町
栃木県立博物館

土の中で暮らしている、驚くほどたくさんの生き物を観察
しよう。

小学生以上
（保護者同伴）

100円(保険代)
持ち物：汚れてもい
い服、虫よけ、雨具、
軍手、筆記用具

栃木県立博物館教育広報課
TEL:028-634-1312

http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/event/watc
h.html

13 9/29(土) バッタはかせを目指せ！ 栃木県立博物館 栃木県さくら市
たくさんのバッタを採り、種類や大きさを調べ、バッタは
かせになろう！

小学生以上
（保護者同伴）

100円(保険代)
栃木県立博物館教育広報課
TEL:028-634-1312

http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/event/watc
h.html

14 10/6(土)～7(日)
ふれあい登山教室 in 那須連峰
③

なす高原自然の家
栃木県那須町
なす高原自然の家とそ
の周辺

1日目は足慣らしのハイキングを行い、2日目は紅葉の絶
景スポット姥ケ平から見る景色を楽しみます。

○ 県内在住の成人 7,500円
申込期間
8/5(日)～8/19(日)

なす高原自然の家
TEL:0287-76-6240

http://windy-nasu.jp/source/events.html

15 10/6(土)～7(日) カニ釣りわくわくキャンプ とちぎ海浜自然の家
茨城県鉾田市
とちぎ海浜自然の家と
その周辺

カニ釣りや野外調理、テントでの宿泊などの体験活動を
行います。

県内在住の小学生以上
大人4,400円、

高校生以下3,700～
4,000円（年齢に応じて）

申込期間
7/31(火)～9/5(水)

とちぎ海浜自然の家
TEL:0291-37-4004

http://tochigikaihin.jp/event

16 10/6(土)、3/9(土) 雨巻山登山 栃木県芳賀青年の家
栃木県益子町
雨巻山周辺

益子県立自然公園 登山をしながら花木を見て、自然を満喫します。 ○
成人

※未成年者は相談可
500円

要申込
先着30名

栃木県芳賀青年の家
TEL:0285-72-2273

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m61/education/s
hougai/kanrenshisetsu/haga-top.html

17 10/27(土) 大久保ふれあい交流会
もおか環境パートナーシッ
プ会議

栃木県真岡市
自然ふれあい園“大久
保”

綿摘み体験、芋ほり、ネイチャーゲームなどを実施しま
す。

一般・親子 無料
真岡市環境課環境計画係
TEL:0285-83-8241

18 11/3(土祝)・4(日) 踏破だ！太平山 太平少年自然の家
栃木県栃木市
太平少年自然の家と太
平山周辺

馬不入山、晃石山、太平山を踏破するチャレンジハイキ
ングや自然遊びを体験します。

○ 県内の小学3～6年生
3，000円
（予定）

申込期間
9/17(月)～29(土)

太平少年自然の家
TEL:0282-24-8551

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m64/education/s
hougai/kanrenshisetu/ohira-top.html

19 11/18(日) 秋野菜の種まきから収穫体験
(公財)グリーントラストうつ
のみや

栃木県宇都宮市鶴田町
鶴田沼緑地

秋野菜の収穫を体験します。
一般

（全日程参加できる方優
先）

300円（保険料等）
※年会員及び小学生以

下は無料

先着30名
8/6(月)より受付

(公財)グリーントラストうつのみや
事務局
TEL:028-632-2559

http://green-trust.jp/

20
1/12(土)・19(土)、
2/2(土)・16(土)

たき火のつどい 太平少年自然の家
栃木県栃木市
太平少年自然の家

山で落ち葉や枯れ枝を集めて、焼き芋やマシュマロ焼き
をしながら、たき火を楽しみます。

○
県内3歳以上の子どもを
含む6名以内の親子他

300円
（予定）

申込期間
●1月分：12/1(土)～
12(水)
●2月分：12/15(土)
～26(水)

太平少年自然の家
TEL:0282-24-8551

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m65/education/s
hougai/kanrenshisetu/ohira-top.html

1 9/8(土) 夜の鳴く虫 ぐんま昆虫の森 ぐんま昆虫の森
クツワムシやカンタンなどの鳴く虫を観察し鳴き声を楽し
みます

一般
200円
（小中学生100円）

夜開催
入園料は無料

ぐんま昆虫の森 総務係 高橋
0277-74-6441

http://www.giw.pref.gunma.jp/

2 9/30(日) 田んぼの昆虫 ぐんま昆虫の森 ぐんま昆虫の森
園内の田んぼで稲刈りをし、田んぼで見つかる昆虫を観
察します

一般
無料
※別途入園料要

ぐんま昆虫の森 総務係 高橋
0277-74-6441

http://www.giw.pref.gunma.jp/

3 1/27(日) 朽ち木の中の昆虫 ぐんま昆虫の森 ぐんま昆虫の森 朽ち木の中で冬越しする昆虫たちを探します 一般
無料
※別途入園料要

持ち物：軍手
ぐんま昆虫の森 総務係 高橋
0277-74-6441

http://www.giw.pref.gunma.jp/

1 8/23(木) ムサシトミヨ観察学習会
ムサシトミヨ保全推進協議
会

熊谷市元荒川
ムサシトミヨ保護セン
ター付近

ムサシトミヨの観察学習、水とのふれあい体験をします。 小・中学生 無料
熊谷市環境部環境政策課
TEL:048-536-1547

https://www.city.kumagaya.lg.jp

2 8/23(木)
かわはく体験教室
「伝統漁法体験」

埼玉県立川の博物館
埼玉県立川の博物館
近くのかわせみ河原

漁協の方を講師に招いて、荒川で行われていた昔なが
ら漁法（投網など）を体験します。

一般
小学生
親子

500円
①10:00～12:00
②13:30～15:30
定員各回25名

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

栃
木
県

群
馬
県



3 8/24(金)
観察会
「SLミュージアムトレイン」

埼玉県立自然の博物館 寄居駅～自然の博物館
寄居～長瀞での車窓解説後、長瀞駅で下車し、長瀞の
岩畳や博物館を訪れます。

小学生以上 300円＋SL運賃
要申込
抽選30名
詳細はHP参照

埼玉県立自然の博物館
TEL:0494-66-0407

http://www.shizen.spec.ed.jp/

4 9/8(土)
かわはく体験教室
「砂金採り教室」

埼玉県立川の博物館
埼玉県立川の博物館
近くのかわせみ河原

かつては砂金が多く採れた荒川で、砂金の採集にチャレ
ンジします。
運がよければ砂金が採れるかもしれません。

一般
小学生
親子

100円
10:00～12:00
定員20名

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

5 9/8(土)～9(日)
秘密基地に泊まろう！
「親子サバイバルキャンプ」

埼玉県立大滝げんきプラ
ザ

埼玉県立大滝げんきプ
ラザ

ダンボール秘密基地作り、サバイバル飯作り等を行う１
泊２日のサバイバルキャンプです。

○ 幼・小中学生とその家族 2,７00円程度
要申込
先着18家族

埼玉県立大滝げんきプラザ
TEL:0494-55-0014

http://www.genki.spec.ed.jp/ootaki/index.php?
page_id=0

6 9/15(土)
観察会
「夜の河原で昆虫観察」

埼玉県立自然の博物館
埼玉県長瀞町
荒川河川敷

夜の河原で、夜にこそ出会える昆虫たちをライトトラップ
などを使って観察します。

小学生以上 300円
要申込
抽選30名
詳細はHP参照

埼玉県立自然の博物館
TEL:0494-66-0407

http://www.shizen.spec.ed.jp/

7 9/16(日)
かわはく研究室
「ミジンコを観察しよう」

埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館
顕微鏡などを使って、ミジンコや田んぼの小さな生きもの
を観察します。

小学生
親子

無料
 13:30～15:30
随時2組程度

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

8
9/22(土)、
12/8(土)

星空散歩
埼玉県立加須げんきプラ
ザ

埼玉県立加須げんきプ
ラザ

花咲徳栄高校へ行き、プラネタリウムを観たり、同高校
の屋上にて天体観測をしたりします。

小学2～6年生とその家
族

無料
要申込
抽選36名

埼玉県立加須げんきプラザ
ｔｅｌ:0480-65-0660

http://www.genki.spec.ed.jp/kazo/

9 9/22(土)～9/23(日)
家族みんなでいきいき自然体験
（その２）

埼玉県立長瀞げんきプラ
ザ

埼玉県秩父郡長瀞町
1泊2日でさつまいもの収穫体験や、自然観察やネイ
チャークラフトなど五感を使って長瀞の大自然を体験しま
す。

◯

小中学校（通常学級・特
別支援学級等）、特別支
援学校の児童生徒とそ
の家族

小中学生：3,500円
大人：5,500円

要申込
抽選20名

埼玉県立長瀞げんきプラザ
TEL:0494-66-0177

http://www.nagatoro-genki.com/

10 9/29(土)
観察会
「天覧山の自然観察ハイク」

埼玉県立自然の博物館
埼玉県飯能市
天覧山

初秋の天覧山を、植物を中心に観察しながら歩きます。 小学生以上 300円
要申込
抽選30名
詳細はHP参照

埼玉県立自然の博物館
TEL:0494-66-0407

http://www.shizen.spec.ed.jp/

11 10/14(日)
原体験シリーズ
「秋の長瀞雲海ハイキング」

埼玉県立長瀞げんきプラ
ザ

埼玉県秩父郡長瀞町・
宝登山

長瀞町の宝登山にて雲海を鑑賞するハイキングを行い
ます。
長瀞の山々が作り出すすばらしい景色が見られます。

○ 小学5年生以上 2,000円
要申込
抽選20名

埼玉県立長瀞げんきプラザ
TEL:0494-66-0177

http://www.nagatoro-genki.com/

12 10/14(日)
かわはく研究室
「土の色を調べよう(仮)」

埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館
土の色は、黒・灰・黄・赤などさまざまです。
色の見方やなぜこの色なのか、を土をみながらお話しし
ます。

一般
小学生
親子

無料
 13:30～15:30
随時2組程度

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

13 10/20(土)
かわはく体験教室
「泥染めに挑戦」

埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館
土壌を使って布を染めます。
畑の土と田んぼの土を媒染剤として使ったり、赤い土を
すりこんで染めたりします。

一般
小学生
親子

300円
13:30～15:30
定員20名

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

14 10/20(土)～21(日)

釣り名人に学ぶ！
親子で楽しむ秋の自然体験キャ
ンプ
「イワナ・ニジマス釣り・バウム
クーヘン作り」

埼玉県立大滝げんきプラ
ザ

中津川渓流釣り場
埼玉県立大滝げんきプ
ラザ

イワナ・ニジマス釣りやバウムクーヘン作り等を楽しむ、
１泊2日のファミリーキャンプです。

○
幼児・小中学生とその家
族

5,800円程度
要申込
先着50名

埼玉県立大滝げんきプラザ
TEL:0494-55-0014

http://www.genki.spec.ed.jp/ootaki/index.php?
page_id=0

15 10/27(土)～28(日)
宮沢賢治と巡る長瀞
ぶらっとジオパークの旅

埼玉県立長瀞げんきプラ
ザ

埼玉県秩父郡長瀞町
1泊2日で宮沢賢治にフォーカスした長瀞地質学の旅と、
化石レプリカ作り体験などのプログラムを行います。

小学5年生以上
小中学生：4,000円

一般：5,000円
要申込
抽選20名

埼玉県立長瀞げんきプラザ
TEL:0494-66-0177

http://www.nagatoro-genki.com/

16 11/3(土祝)～4(日) 秋だ！ちびっこ大集合！
埼玉県立長瀞げんきプラ
ザ

埼玉県秩父郡長瀞町
1泊2日でネイチャークラフト、落ち葉プール、簡単手作り
パン、落書きやパズル等を行います。
自然を五感で体験し、気づき・学ぶプログラムです。

家族（3歳～概ね小学2
年生）

未就学：3,500円
小学生：4,000円
一般：4,500円

要申込
抽選30名

埼玉県立長瀞げんきプラザ
TEL:0494-66-0177

http://www.nagatoro-genki.com/

17 11/3(土祝)
荒川ゼミナール
「荒川の堤防探検4  荒川の堤
防の終わりを見に行こう」

埼玉県立川の博物館 江東区周辺 荒川の堤防の終わりを見学しに行きます。 一般 100円
時間未定
定員20名

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

18
11/7(水)または

11/21(水)
荒川ゼミナール
「荒川放水路をたどる」

埼玉県立川の博物館
荒川知水資料館
荒川河口
JR赤羽駅集合・解散

荒川河口を巡視船に乗ってくだります。
（荒川の堤防の終わりも見ます。）

一般 100円
時間未定
定員30名
JR赤羽駅集合・解散

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

19 11/11(日)
特別展関連事業
「放鷹観察会」

埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館
カモなどをとらえる鷹狩りで用いるタカの放鷹を見学・観
察します。
講師：大橋邦啓氏（獣医師・放鷹義塾代表）

一般
小学生
親子

無料 11:00～12:00
埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

20 11/14(水)
かわはく体験教室
「アゲブネに乗ろう」

埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館
かつて荒川流域に使用されていた洪水避難・救援用の
小型船、「アゲブネ」に試乗してみます。

一般
小学生
親子

無料
10:00～12:00
13:30～15:30
1回数名程度随時

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

21 11/17(土)～18(日)

思いっきり秋を満喫！
親子で楽しむ秋の自然体験キャ
ンプ②
「落ち葉のプール・焼きいも・ドラ
ム缶ピザ作り」

埼玉県立大滝げんきプラ
ザ

埼玉県立大滝げんきプ
ラザ

落ち葉のプール、焼きいも、ドラム缶ピザ作り等を楽し
む、１泊2日のファミリーキャンプです。

○

幼児・小中学生とその家
族、
特別支援学校の児童・
生徒とその家族

3,800円程度
要申込
先着50名

埼玉県立大滝げんきプラザ
TEL:0494-55-0014

http://www.genki.spec.ed.jp/ootaki/index.php?
page_id=0

22 11/18(日)
かわはく研究室
「土の中の生きものを調べよう」

埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館 土の中にいる土壌動物を見てみます。 小学生親子 無料 随時2組程度
埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

埼
玉
県



23
11月又は12月
2月又は3月

(予定)
自然観察会 草加市 埼玉県草加市 そうか公園 未定

草加市内在住の小学生
等
（保護者同伴）

無料
詳細は市広報誌及び
HPを参照

草加市みどり公園課
TEL:048-922-1973

http://www.city.soka.saitama.jp/

24 12/2(日)～3(月)
秩父夜祭り宵町探訪！
屋台曳き・屋台囃子体験

埼玉県立大滝げんきプラ
ザ

埼玉県秩父市
埼玉県立大滝げんきプ
ラザ

秩父夜祭りの宵町散策、当日の夜祭り見学等を楽しむ、
１泊2の宿泊事業です。

○
幼児・小中学生とその家
族、一般

3,400円程度
要申込
抽選50名

埼玉県立大滝げんきプラザ
TEL:0494-55-0014

http://www.genki.spec.ed.jp/ootaki/index.php?
page_id=0

25 12/8(土)
かわはく体験教室
「骨格標本を作ろう』

埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館 食品の中の骨を使って、骨格標本を作る体験をします。
一般

小学生
親子

100円
13:30～15:30
6組12名

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

26 12/10(月)
特別展関連事業
「カモ観察会」

埼玉県立川の博物館
行田市　古代蓮の里
及び行田浄水場

野外でカモを観察し、種類や見分け方、生態などを学び
ます。

一般
小学生
親子

200円
10:30～12:00
定員20名

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

27 12/15(土)～16(日)

親子で楽しむ秩父のグルメキャ
ンプ
「手打ちうどん・おもちつき・クリ
スマスリース作り」

埼玉県立大滝げんきプラ
ザ

埼玉県立大滝げんきプ
ラザ

手打ちうどん、おもちつき、リース作りを楽しむ、１泊2日
のファミリーキャンプです。

○
幼児・小中学生とその家
族、一般

4,800円程度
要申込
先着50名

埼玉県立大滝げんきプラザ
TEL:0494-55-0014

http://www.genki.spec.ed.jp/ootaki/index.php?
page_id=0

28 12/16(日)
かわはく研究室
「川の石を割ってみよう」

埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館 ハンマーを使って石を割る体験ができます。
小学生
親子

無料
 13:30～15:30
随時2組程度

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

29 1/5(土)
特別展関連事業
「カモ観察会」

埼玉県立川の博物館 さいたま市周辺を予定
野外でカモを観察し、種類や見分け方、生態などを学び
ます。

一般
小学生
親子

200円
10:30～12:00
定員20名

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

30 1/19(土)
かわはく体験教室
「土を使ったアート作品づくり」

埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館
土を材料に、市販のフォトフレームを使って作品を作りま
す。

一般
小学生
親子

100円
10:30～11:30　　13:30
～14:30
定員各回20名

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

31 1/20(日)
かわはく研究室
「冬の野鳥観察」

埼玉県立川の博物館 かわはく周辺 かわはく周辺で見られる野鳥を観察します。
一般

小学生
親子

無料
11:00～、13:30～
定員各回20名

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

32 2/23(土)
かわはく体験教室
「河原の石図鑑を作ろう」

埼玉県立川の博物館
埼玉県立川の博物館
近くのかわせみ河原

かわせみ河原で石を集めて、石の実物標本をつくりま
す。

一般
小学生
親子

200円
 13:30～15:30
定員20名

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

33 3/3(日)
荒川ゼミナール
「荒川の河岸段丘探検」

埼玉県立川の博物館 深谷市（旧川本町周辺） かわはく周辺の河岸段丘を見学します。 一般 100円
時間未定
定員20名

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

34 3/16(土)
かわはく体験教室
「危険生物ってどんなもの？」

埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館
「危険生物」といわれる生きものたちを実際に見て、どん
な生き物が、どうして危険なのか、理解を深めてもらいま
す。

一般
小学生
親子

100円
 13:30～15:30
定員20名

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

35 3/17(日)
かわはく研究室
「小さな石のつぶを調べよう」

埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館
石は何からできているのか、顕微鏡を使って観察しま
す。

一般
小学生
親子

無料
 13:30～15:30
随時2組程度

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

1 8月の土・日・祝日 夏の遊びと研究大集合
我孫子市
鳥の博物館

鳥の博物館
2階 多目的ホール

夏休みの自由研究のヒントになるようなワークショップで
す。

小学生以上
（小学生未満は保護者

同伴）

無料
（入館料別途）

申込不要
先着順

鳥の博物館
TEL:04-7185-2212

http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-
mus/index.html

2
8/21(火)～
9/30(日)

すごろクイズ
「川辺の虫たち」

千葉県立関宿城博物館 千葉県野田市
すごろくとクイズが一緒になった参加型の展示で、関宿
城周辺の河川敷に生息する昆虫について、学ぶことが
できます。

一般 入場料 7/3(火)から開催
関宿城博物館
TEL:04-7196-1400

http://www2.chiba-muse.or.jp/SEKIYADO/

3 8/21(火)・22(水) 夏休みひがたの生きもの観察会
谷津干潟自然観察セン
ター

谷津干潟自然観察セン
ター

谷津干潟
観察センターの前浜に入って、干潟の生きものをさがそ
う。

どなたでも 500円
各日30名
7/15(日)より受付開
始

谷津干潟自然観察センター
TEL:047-454-8416

http://www.seibu-
la.co.jp/yatsuhigata/event/13614.html

4 8/25(土)
岬のナイトツアー
「海の生きものコース」

大房岬自然公園
千葉県南房総市
大房岬自然公園

大房岬自然公園
美しい星空と館山湾の夜景を見ながら、海の生きものた
ちを探します。

一般
大人 1,000円
子ども 800円
3歳未満 無料

要予約
大房岬ビジターセンター
TEL:0470－33－4551

http://taibusa-misaki.jp/event.cgi?id=167

5 8/25(土)・26(日)
かがやけ！てがっ子！
わいわい子ども塾

千葉県立手賀の丘少年自
然の家

手賀の丘少年自然の家
及び手賀沼

わいわい子ども塾５回シリーズの１回。
手賀沼でカヌー体験や自然と親しむ体験を行います。

小中学生
全5回

20,000円

千葉県立手賀の丘少年自然の
家
TEL:04-7191-1923

http://www.tega.jp/

6 8/26(日)
岬レンジャー
「磯の生きもの探し」

大房岬自然公園
千葉県南房総市
大房岬自然公園

大房岬自然公園 大房岬のレンジャーになって、自然の調査を行います。 小学3～6年生 1,000円 要予約
大房岬ビジターセンター
TEL:0470－33－4551

http://taibusa-misaki.jp/event.cgi?id=167

7 8/26(日) ジュニアカヌー教室2 千葉県立東金青年の家 横芝光町栗山川
九十九里浜に注ぐ栗山川でのカヌー実技体験。
鮭が遡上する川の自然についても学びます。

小学4年～6年
(保護者も可)

500円
千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301

http://tougane-youth.jp/

8 9/1(土) 米作り２・稲刈り体験をしよう
千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター

千葉県いすみ市
「千葉県いすみ環境と
文化のさとセンター」内

春に植えた稲には穂がいっぱい！
皆で刈り取りましょう。

一般
(田植え参加者が優先、
小学生以下保護者同伴)

こども 200円、
大人 300円

9:00～12:30
定員30名
小雨決行
持ち物：長袖の服、
帽子、タオル、軍手、
長靴、弁当、飲物

千葉県いすみ環境と文化のさと
センター
TEL:0470-86-5251

http://isumi-sato.com/

9 9/1(土) おみっこキッズ
千葉県立水郷小見川少年
自然の家

千葉県香取市水郷小見
川少年自然の家、
黒部川

幼児向けのイベント。
自然の家のフィールドで、自然に親しみ遊びます。

3～5歳児 500円
千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1351

http://suigou-omigawa.com/

10 毎月第1・第3日曜日 環境学習プログラム 市川市
千葉県市川市
大柏川第一調節池緑地

緑地で生育する動植物、昆虫などを観察します。 一般 無料 当日受付
市川市自然環境課
TEL:047-712-6307



11 9/2(日) ＳＵＰ体験教室
千葉県立水郷小見川少年
自然の家

千葉県香取市水郷小見
川少年自然の家、
黒部川

初めてスタンドアップパドルボードをやる方の体験教室で
す。

一般 800円
千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1351

http://suigou-omigawa.com/

12 9/2(日） 親子でピザづくり＆カッター 千葉県立鴨川青年の家
千葉県鴨川市
鴨川漁港ほか

親子のふれあいをとおして、グループで力を合わせる大
切さや、マリンスポーツの楽しさを味わいます。

親子
（小学生以上）

１000円
8/30(木)～9/20(木)
電話で申し込み
先着30名

千葉県立鴨川青年の家
TEL:04-7093-1666

http://www.echiba-sports.org/kamo/k-
top.html

13 9/2(日）
大草谷津田いきものの里自然
観察会
「かっこいいぞ！オニヤンマ」

千葉市
大草谷津田いきものの
里
（千葉市若葉区）

自然に詳しい指導員が、季節に合わせて自然や生き物
の見どころを解説しながらご案内します。

一般 無料
申込不要
先着30名

千葉市環境保全課
TEL:043-245-5195

http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen
/hozen/shizen/sizen_ikimono-gaido.html

14
9/2(日)

10/8(月祝)
3/24(日)

やさしいカヌー基礎編
千葉県立水郷小見川少年
自然の家

大草谷津田いきものの
里

カヌーの基礎を施設内のミニハーバーで学びます。 大人 300円
千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1351

http://suigou-omigawa.com/

15 9/8(土)～9(日)
親子キャンプ教室
「キャンプを通してサバイバルス
キルを学ぼう」

千葉県立君津亀山少年自
然の家

千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

1泊2日のキャンプを通してロープワークや火おこしなど、
サバイバルスキルを学べます。

小学生以上の子どもと
その保護者

大人 5,000円
子ども 3,000円

千葉県立君津亀山少年自然の
家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

16 9/8(土)～9(日) ファミリーキャンプ教室 大房岬自然公園
千葉県南房総市
大房岬自然公園

大房岬自然公園 キャンプの基礎と魅力をじっくりとお伝えします。 家族 15,900円 要予約
大房岬ビジターセンター
TEL:0470－33－4551

http://taibusa-misaki.jp/event.cgi?id=167

17 9/15(土) 秋の始まり自然観察
千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター

千葉県いすみ市
「千葉県いすみ環境と
文化のさとセンター」内

昆虫採集などを通じ、残暑の中に飽きの自然を探しま
しょう。

一般
(小学生以下保護者同

伴)
無料

10:00～12:00
定員20名
持ち物:帽子、タオ
ル、飲物、歩きやす
い服・靴

千葉県いすみ環境と文化のさと
センター
TEL:0470-86-5251

http://isumi-sato.com/

18 9/15(土)
岬のナイトツアー
「森の生きものコース」

大房岬自然公園
千葉県南房総市
大房岬自然公園

大房岬自然公園 ガイドと一緒に夜の森を探検します。 一般
大人 1,000円
子ども 800円
3歳未満無料

要予約
大房岬ビジターセンター
TEL:0470－33－4551

http://taibusa-misaki.jp/event.cgi?id=167

19 9/15(土)
山の学校１４４
川の生きもの４

千葉県立中央博物館
千葉県君津市
清和県民の森

清和県民の森内の小糸川上流で、川の動植物を観察し
ます。
幼児でも楽しめるゆっくりペースの観察会です。

○ どなたでも 50円 詳細はHP参照
千葉県立中央博物館
TEL:043-265-3776

http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

20 9/15(土) 園内ガイドツアー
千葉市都市緑化植物園管
理事務所

千葉市中央区 千葉市都市緑化植物園
植物園の植物を題材に、おもしろさや魅力をボランティア
が伝えるガイドツアーです。

一般 無料
13:30～14:30
予約不要

千葉市都市緑化植物園管理事
務所
TEL:043-264-9559

http://www.cue-net.or.jp/kouen/chiba-
toshiryokka/event/tenji.html

21 9/16(日)

大草谷津田いきものの里自然
観察会
「でんでんむしむしカタツム
リ・・・」

千葉市
大草谷津田いきものの
里
（千葉市若葉区）

自然に詳しい指導員が、季節に合わせて自然や生き物
の見どころを解説しながらご案内します。

一般 無料
申込不要
先着30名

千葉市環境保全課
TEL:043-245-5195

http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen
/hozen/shizen/sizen_ikimono-gaido.html

22 9/17(月祝) カヌーミニツーリング
千葉県立水郷小見川少年
自然の家

千葉県香取市水郷小見
川少年自然の家、
黒部川

施設のまわりを流れる黒部川でカヌーを楽しみます。
半日で行うカヌーのツーリングです。

小学生以上 800円
千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1351

http://suigou-omigawa.com/

23 9/22(土)～24(月振) ファミリーキャンプ教室2泊3日 大房岬自然公園
千葉県南房総市
大房岬自然公園

大房岬自然公園 キャンプの基礎と魅力をじっくりとお伝えします。 家族 23,800円 要予約
大房岬ビジターセンター
TEL:0470－33－4551

http://taibusa-misaki.jp/event.cgi?id=167

24 9/22(土)～23(日祝) ジュニアカヌー・キャンプ 千葉県立東金青年の家
千葉県立東金青年の家
/横芝光町栗山川

栗山川でのカヌーを楽しみながら、汽水域の川の生き
物、植物などの観察を行います。

小学4年～6年 2,000円
千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301

http://tougane-youth.jp/

25 9/23(日祝) ファミリーデイキャンプ
千葉県立水郷小見川少年
自然の家

千葉県香取市水郷小見
川少年自然の家、
黒部川

家族で楽しむ日帰りキャンプ。
野外調理や防災テントの立て方を学びます。

親子

高校生以上 1,200円
小1～中3　800円
3歳～年長　300円

2歳以下　無料

千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1351

http://suigou-omigawa.com/

26 9/23(日祝） コウモリを観察しよう 千葉県立中央博物館
千葉県千葉市
千葉県立中央博物館、
青葉の森公園

中央博の研修室でコウモリのホネや模型を観察します。
その後で、青葉の森公園で野生のコウモリに会いに行き
ます。

小学生以上 50円
要申込
詳細はHP参照

千葉県立中央博物館
TEL:043-265-3776

http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

27 9/24(月振)
えっさ、ほいさ！
みんなで干潟のごみ拾い

谷津干潟自然観察セン
ター

谷津干潟自然観察セン
ター

谷津干潟
谷津干潟に流れ着いたゴミを拾って、みんなで干潟をき
れいにしましょう。

○
どなたでも

(未就学児は保護者同
伴)

100円/人
谷津干潟自然観察センター
TEL:047-454-8416

http://www.seibu-la.co.jp/yatsuhigata/

28 9/29(日) 草木染め体験
千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター

千葉県いすみ市
「千葉県いすみ環境と
文化のさとセンター」内

自分でデザインをして、布を自然の色で染めてみましょ
う。

一般(
小学生以下保護者同伴)

1,600円

10:00～15:00
定員20名
小雨決行
持ち物：剪定バサミ、
作業できる服装、弁
当、飲物

千葉県いすみ環境と文化のさと
センター
TEL:0470-86-5251

http://isumi-sato.com/

29 9/29(土)～30(日) 悠々カヌーイング
千葉県立水郷小見川少年
自然の家

千葉県香取市水郷小見
川少年自然の家、
黒部川

大人のカヌーツーリング 40歳以上 6,000円
千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1351

http://suigou-omigawa.com/

30 9/30(日）
シーカヤック＆簡単ホットドック
づくり

千葉県立鴨川青年の家
千葉県鴨川市
鴨川漁港ほか

シーカヤックを体験した後に、キャンプや災害時などに簡
単にできるホットドックづくりに挑戦します。

親子
（小学生以上）

１,000円
8/2(木)～8/23(木)電
話で申し込み
先着30名

千葉県立鴨川青年の家
TEL:04-7093-1666

http://www.echiba-sports.org/kamo/k-
top.html

31 10/7(日） 河川敷のいきものさがし 千葉県立関宿城博物館 千葉県野田市
河川敷特有の植生環境を観察し、当館調査協力員で自
然科学系ライターの岩槻秀明氏による解説を聞きながら
江戸川流頭部まで散策します。

　 一般 50円
要申込
先着20名

関宿城博物館
TEL:04-7196-1400

http://www2.chiba-muse.or.jp/SEKIYADO/

32 10/7(日）
大草谷津田いきものの里自然
観察会
「バッタとカマキリ」

千葉市
大草谷津田いきものの
里
（千葉市若葉区）

自然に詳しい指導員が、季節に合わせて自然や生き物
の見どころを解説しながらご案内します。

一般 無料
申込不要
先着30名

千葉市環境保全課
TEL:043-245-5195

http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen
/hozen/shizen/sizen_ikimono-gaido.html



33 10/13(土) いも掘り・焼きいもにチャレンジ!
千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター

千葉県いすみ市
「千葉県いすみ環境と
文化のさとセンター」内

センターの畑でいもを掘って、もみ殻で焼きいもをしま
しょう。

一般
(小学生以下保護者同

伴)
400円

9:30～13:30
定員20名
雨天中止
持ち物： 新聞紙、ア
ルミホイル、飲物、弁
当、長靴、軍手

千葉県いすみ環境と文化のさと
センター
TEL:0470-86-5251

http://isumi-sato.com/

34 10/14(日)
岬レンジャー
「どんぐりマスター」

大房岬自然公園
千葉県南房総市
大房岬自然公園

大房岬自然公園 大房岬のレンジャーになって、自然の調査を行います。 小学3～6年生 1,000円 要予約
大房岬ビジターセンター
TEL:0470－33－4551

http://taibusa-misaki.jp/event.cgi?id=167

35 10/20(土)～21(日) ファミリーキャンプ教室 大房岬自然公園
千葉県南房総市
大房岬自然公園

大房岬自然公園 キャンプの基礎と魅力をじっくりとお伝えします。 家族 15,900円 要予約
大房岬ビジターセンター
TEL:0470－33－4551

http://taibusa-misaki.jp/event.cgi?id=167

36 10/20(土) 谷津まつり
我孫子市岡発戸・都部谷
津ミュージアムの会

我孫子市岡発戸･都部
谷津ミュージアム作業
小屋

谷津での収穫物を使った炊き出しや餅つき、昔の農機具
展示、コカリナ演奏会などを行います。

一般 無料 雨天中止
我孫子市手賀沼課
TEL:04-7185-1484

http://www.city.abiko.chiba.jp/event/shizenno
naka/yatsu_museum/index.html

37 10/20(土)
谷津の自然観察と谷津まつり参
加

環境レンジャー
我孫子市岡発戸・都部
谷津ミュージアム

谷津の植物や野鳥等を観察しながら谷津まつりに参加し
ます。

小・中学生、一般 無料 雨天中止
我孫子市手賀沼課
TEL:04-7185-1484

http://www.city.abiko.chiba.jp/event/shizenno
naka/kankyo_ranger/about.html

38 10/20(土) 園内ガイドツアー
千葉市都市緑化植物園管
理事務所

千葉市中央区 千葉市都市緑化植物園
植物園の植物を題材に、おもしろさや魅力をボランティア
が伝えるガイドツアーです。

一般 無料
13:30～14:30
予約不要

千葉市都市緑化植物園管理事
務所
TEL:043-264-9559

http://www.cue-net.or.jp/kouen/chiba-
toshiryokka/event/tenji.html

39 10/21(日） カヌーツーリング
千葉県立水郷小見川少年
自然の家

千葉県香取市水郷小見
川少年自然の家、
黒部川

一日かけて行うカヌーツーリングです。 大人 3,000円
千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1351

http://suigou-omigawa.com/

40 10/21(日） 清澄寺・四方木を探検しよう 千葉県立鴨川青年の家
千葉県鴨川市
清澄・四方木地区

鴨川市四方木の不動滝を見学し、清澄寺でオリエンテー
リングを楽しみながら自然に触れ合います。

○ 親子、一般 800円
9/21(金)～10/11(日)
電話で申し込み
先着27名

千葉県立鴨川青年の家
TEL:04-7093-1666

http://www.echiba-sports.org/kamo/k-
top.html

41 10/21(日) ヒーリングプラネタリウム
千葉県立君津亀山少年自
然の家

千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

クリスタルボウルによる音の癒しと、満天の星空を観な
がら日々の疲れを癒しに来ませんか？

どなたでも
（小学生以下は保護者

同伴）
300円

千葉県立君津亀山少年自然の
家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

42 10/21(日) 100人deスーパー芝すべり
千葉県立君津亀山少年自
然の家

千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

芝すべり最速は誰だ！？
段ボールでオリジナルのソリを作ってレースに参加しよ
う！

どなたでも
（小学生以下は保護者

同伴）
200円

千葉県立君津亀山少年自然の
家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

43 10/21(日)

大草谷津田いきものの里自然
観察会
「クモはおもしろいぞ！ パート
２」

千葉市
大草谷津田いきものの
里
（千葉市若葉区）

自然に詳しい指導員が、季節に合わせて自然や生き物
の見どころを解説しながらご案内します。

一般 無料
申込不要
先着30名

千葉市環境保全課
TEL:043-245-5195

http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen
/hozen/shizen/sizen_ikimono-gaido.html

44
10/27(土)・28(日)、
11/3(土祝)・4(日)

竹かご教室(入門) ①②③④
(全4回開催)

千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター

千葉県いすみ市
「千葉県いすみ環境と
文化のさとセンター」内

竹取り、ひご作りから始めて、4回終了までに完成させま
しょう。

高校生以上の全4回参
加できる方

1,200円
(通し参加費)

9:30～16:00
定員20名
持ち物：竹用ナタ、竹
ひきノコ、植木バサ
ミ、膝あて、軍手、弁
当

千葉県いすみ環境と文化のさと
センター
TEL:0470-86-5251

http://isumi-sato.com/

45 10/27(土)
公園づくりボランティア
どんぐり里親プロジェクト

大房岬自然公園
千葉県南房総市
大房岬自然公園

大房岬自然公園
大房岬のどんぐりを拾って育てて、大きくなったら植樹を
します。

一般 無料 要予約
大房岬ビジターセンター
TEL:0470－33－4551

http://taibusa-misaki.jp/event.cgi?id=167

46 10/28(日) 自然の家まつり
千葉県立水郷小見川少年
自然の家

千葉県香取市水郷小見
川少年自然の家、
黒部川

地域の人との交流を目的としたお祭りの中で、自然体験
コーナーを設けます。

一般 無料
千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1351

http://suigou-omigawa.com/

47 11/3(土祝) きみかめ山のフェスティバル
千葉県立君津亀山少年自
然の家

千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

親子で1日楽しめるきみかめイチオシのフェスティバル♪
地域の食べ物屋さんやクラフトのブースも出店します。

どなたでも
（小学生以下は保護者

同伴）

無料
※体験は別途有料

千葉県立君津亀山少年自然の
家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

48 11/3(土祝)・4(日)
ジャパンバードフェスティバル
2018

ジャパンバードフェスティバ
ル実行委員会

手賀沼親水広場・生涯
学習センター「アビスタ」
ほか

「人と鳥の共存をめざして」をテーマに、鳥に関する様々
な催しを楽しめるイベントです。

どなたでも
無料

（一部実費イベント有り）
雨天決行

我孫子市手賀沼課
TEL:04-7185-1484

http://www.birdfesta.net/

49 11/4(日) 園内ガイドツアー
千葉市都市緑化植物園管
理事務所

千葉市中央区 千葉市都市緑化植物園
植物園の植物を題材に、おもしろさや魅力をボランティア
が伝えるガイドツアーです。

一般 無料
13:30～14:30
予約不要

千葉市都市緑化植物園管理事
務所
TEL:043-264-9559

http://www.cue-net.or.jp/kouen/chiba-
toshiryokka/event/tenji.html

50 11/4(日)
大草谷津田いきものの里自然
観察会
「タネの旅立ち」

千葉市
大草谷津田いきものの
里
（千葉市若葉区）

自然に詳しい指導員が、季節に合わせて自然や生き物
の見どころを解説しながらご案内します。

一般 無料
申込不要
先着30名

千葉市環境保全課
TEL:043-245-5195

http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen
/hozen/shizen/sizen_ikimono-gaido.html

51 11/10(土) どんぐりんぴっく 大房岬自然公園
千葉県南房総市
大房岬自然公園

大房岬自然公園 大房岬のどんぐりを使って、様々な競技に挑戦します。 一般
大人 500円

子ども 400円
3歳未満無料

要予約
大房岬ビジターセンター
TEL:0470－33－4551

http://taibusa-misaki.jp/event.cgi?id=167

52

11/11(日)
12/9(日)
1/6(日)

3/17（日）

プラネタリウム一般公開
千葉県立水郷小見川少年
自然の家

千葉県香取市水郷小見
川少年自然の家、
黒部川

その時々の星空の解説と星の話 一般 無料
千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1351

http://suigou-omigawa.com/

53 11/18(日)
大草谷津田いきものの里自然
観察会
「落ち葉で遊ぼう」

千葉市
大草谷津田いきものの
里
（千葉市若葉区）

自然に詳しい指導員が、季節に合わせて自然や生き物
の見どころを解説しながらご案内します。

一般 無料
申込不要
先着30名

千葉市環境保全課
TEL:043-245-5195

http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen
/hozen/shizen/sizen_ikimono-gaido.html

54 11/23(金祝) 100人deスーパー運動会
千葉県立君津亀山少年自
然の家

千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

「綱引合戦」「火おこし選手権」「芝すべり対抗戦」など、き
みかめオリジナルの種目を集めたスーパー運動会に参
加して優勝を目指そう！

どなたでも
（小学生以下は保護者

同伴）
500円

千葉県立君津亀山少年自然の
家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

千
葉
県



55 11/24(土)
日帰りキャンプ教室
「森の遊び場づくり」

大房岬自然公園
千葉県南房総市
大房岬自然公園

大房岬自然公園
ロープを使って森の中を楽しい遊び場に大変身させま
す。

一般
大人 1,000円
子ども 800円
3歳未満無料

要予約
大房岬ビジターセンター
TEL:0470－33－4551

http://taibusa-misaki.jp/event.cgi?id=167

56 11/24(土) 黒部川クリーン作戦
千葉県立水郷小見川少年
自然の家

千葉県香取市水郷小見
川少年自然の家、
黒部川

黒部川周辺のゴミ拾い 一般 無料
千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1351

http://suigou-omigawa.com/

57 11/25(日) 草木染体験
千葉県立水郷小見川少年
自然の家

千葉県香取市水郷小見
川少年自然の家、
黒部川

季節の植物を使って、染め物をします。 親子 800円
千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1351

http://suigou-omigawa.com/

58 12/１(土） 晩秋の大日山を歩こう 千葉県立鴨川青年の家
千葉県南房総市
大日山

地元ガイドの説明を聞きながら大日山に登り、房総の晩
秋の風景を楽しみます。

○
小学生以上の親子、

一般
800円

11/1(木)～11/21(水)
電話で申し込み
先着27名

千葉県立鴨川青年の家
TEL:04-7093-1666

http://www.echiba-sports.org/kamo/k-
top.html

59 12/2(日) 手賀沼ふれあい清掃
手賀沼ふれあい清掃実行
委員会

手賀沼周辺
手賀沼公園から出発し、東方面、西方面それぞれの手
賀沼沿いに落ちているゴミ拾いをします。

無 無料 荒天延期(12/9)
我孫子市手賀沼課
TEL:04-7185-1484

60 12/2(日)
大草谷津田いきものの里自然
観察会
「生きものたちの冬支度」

千葉市
千葉市若葉区
（大草谷津田いきものの
里）

自然に詳しい指導員が、季節に合わせて自然や生き物
の見どころを解説しながらご案内します。

一般 無料
申込不要
先着30名

千葉市環境保全課
TEL:043-245-5195

http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen
/hozen/shizen/sizen_ikimono-gaido.html

61 12/8(土) 鳥の巣箱づくり 大房岬自然公園
千葉県南房総市
大房岬自然公園

大房岬自然公園 小鳥の巣箱づくりの体験をします。 一般
500円

（材料費 1,000円）
3歳未満無料

要予約
大房岬ビジターセンター
TEL:0470－33－4551

http://taibusa-misaki.jp/event.cgi?id=167

62 12/9(日) プラネタリウム～冬の星座～
千葉県立君津亀山少年自
然の家

千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

満天の星空をご家族やお友達とお楽しみください。
今回のプラネタリウムはオリオン座や冬の大三角を紹介
します。

どなたでも
（小学生以下は保護者

同伴）
無料

千葉県立君津亀山少年自然の
家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

63 12/9(日)
ダッチオーブンde手作りチョコス
イーツ

千葉県立君津亀山少年自
然の家

千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

魔法の鍋「ダッチオーブン」を使って手作りスイーツを作
ろう♪

どなたでも
（小学生以下は保護者

同伴）
500円

千葉県立君津亀山少年自然の
家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

64 12/15(土) 米作り3・もちつきをしよう
千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター

千葉県いすみ市
「千葉県いすみ環境と
文化のさとセンター」内

うすときねで餅をついて、つきたての味を楽しみましょう。
一般

(小学生以下は保護者同
伴)

一家族 800円

9:30～14:00
定員30名
小雨決行
持ち物:はし・皿、頭
巾、エプロン、寒くな
い服装

千葉県いすみ環境と文化のさと
センター
TEL:0470-86-5251

http://isumi-sato.com/

65 12/16(日) お正月飾りとお餅つき
千葉県立君津亀山少年自
然の家

千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

杵と臼でお餅をつき、わらでお正月飾りを作ります。
地域の匠に学び、楽しくお正月を迎える準備をしましょ
う。

※参加費に材料代を含
むため、保護者も参加

大人 1,500円
小学生未満 800円

千葉県立君津亀山少年自然の
家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

66 12/16(日)
大草谷津田いきものの里自然
観察会
「樹木の驚きの秘密」

千葉市
大草谷津田いきものの
里
（千葉市若葉区）

自然に詳しい指導員が、季節に合わせて自然や生き物
の見どころを解説しながらご案内します。

一般 無料
申込不要
先着30名

千葉市環境保全課
TEL:043-245-5195

http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen
/hozen/shizen/sizen_ikimono-gaido.html

67 12/22(土) 米作り４・わらでリースを作ろう
千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター

千葉県いすみ市
「千葉県いすみ環境と
文化のさとセンター」内

わらを使って、リース飾りを作りましょう。
一般

(小学生以下保護者同
伴)

300円

9:00～12:00
定員20名
持ち物：剪定バサミ、
軍手、寒くない服装

千葉県いすみ環境と文化のさと
センター
TEL:0470-86-5251

http://isumi-sato.com/

68 12/23(日祝) 米作り５・おかざりを作ろうＡ
千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター

千葉県いすみ市
「千葉県いすみ環境と
文化のさとセンター」内

わらを使って、お正月の鳥居形お飾りを作りましょう。
初心者向き。

中学生以上 500円

9:00～12:00
定員15名
持ち物：植木バサミ、
座布団、寒くない服
装

千葉県いすみ環境と文化のさと
センター
TEL:0470-86-5251

http://isumi-sato.com/

69 12/23(日祝)
米作り６・おかざりを作ろうＢ-1
回目

千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター

千葉県いすみ市
「千葉県いすみ環境と
文化のさとセンター」内

わらを使って、お正月のおかざり(輪飾り)を作りましょう。 中学生以上 500円

13:00～16:00
定員15名
持ち物：植木バサミ、
座布団、寒くない服
装

千葉県いすみ環境と文化のさと
センター
TEL:0470-86-5251

http://isumi-sato.com/

70 12/24(月振)
米作り７・おかざりを作ろうＢ-2
回目

千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター

千葉県いすみ市
「千葉県いすみ環境と
文化のさとセンター」内

わらを使って、お正月のおかざり(輪飾り)を作りましょう。 中学生以上 500円

9:00～12:00
定員15名
持ち物：植木バサミ、
座布団、寒くない服
装

千葉県いすみ環境と文化のさと
センター
TEL:0470-86-5251

http://isumi-sato.com/

71 1/9(水) 野鳥観察会 戸田コミュニティセンター 昭和の森 冬の鳥達を観察します。 一般 500円
戸田コミュニテセンター
TEL:0436-95-6622

72 1/12(土） ススキでミニほうきを作ろう
千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター

千葉県いすみ市
「千葉県いすみ環境と
文化のさとセンター」内

ススキやオギの穂でちょっと小さなマイほうきを作ろう。
一般

(小学生以下保護者同
伴)

300円

9:30～12:30
定員20名
雨天中止
持ち物：剪定バサミ、
軍手、作業できる寒く
ない服装

千葉県いすみ環境と文化のさと
センター
TEL:0470-86-5251

http://isumi-sato.com/

73 1/19(土） 米作り8・わらづと納豆を作ろう
千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター

千葉県いすみ市
「千葉県いすみ環境と
文化のさとセンター」内

自分でわらを編んで、有機大豆でわらづと納豆を作りま
しょう。

中学生以上 700円

9:30～12:30
定員15名
持ち物：植木バサミ、
新聞紙、バスタオル、
使い捨てカイロ、寒く
ない服装

千葉県いすみ環境と文化のさと
センター
TEL:0470-86-5251

http://isumi-sato.com/



74 1/20(日)

大草谷津田いきものの里自然
観察会
「冬のバードウォッチングを楽し
もう！」

千葉市
大草谷津田いきものの
里
（千葉市若葉区）

自然に詳しい指導員が、季節に合わせて自然や生き物
の見どころを解説しながらご案内します。

一般 無料
申込不要
先着30名

千葉市環境保全課
TEL:043-245-5195

http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen
/hozen/shizen/sizen_ikimono-gaido.html

75 1/26(土) 星空観察会
千葉県立君津亀山少年自
然の家

千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

プラネタリウムで冬の星座について予習をして、実際に
夜空を見上げてみよう！
望遠鏡を使って観察もできます♪

どなたでも
（小学生以下は保護者

同伴）
500円

千葉県立君津亀山少年自然の
家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

76 1/26(土)
公園づくりボランティア
不動滝の清掃

大房岬自然公園
千葉県南房総市
大房岬自然公園

大房岬自然公園 湧水池から不動滝に至る水路の清掃を行います。 一般 無料 要予約
大房岬ビジターセンター
TEL:0470－33－4551

http://taibusa-misaki.jp/event.cgi?id=167

77 1/27(日） 里山の鳥の観察
千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター

千葉県いすみ市
「千葉県いすみ環境と
文化のさとセンター」周
辺

里山にはどんな鳥がいるでしょう？
観察に行きましょう。

一般
(小学生以下保護者同

伴)
無料

8:30～12:00
定員20名
雨天中止
持ち物：寒くない服
装、山歩きできる靴

千葉県いすみ環境と文化のさと
センター
TEL:0470-86-5251

http://isumi-sato.com/

78 1/27(日) 手賀沼の冬鳥観察会 環境レンジャー 手賀沼内
手賀沼公園から遊覧船で出船し、手賀沼内で双眼鏡を
使い冬鳥観察会を行います。

小・中学生、一般 無料 荒天中止
我孫子市手賀沼課
TEL:04-7185-1484

http://www.city.abiko.chiba.jp/event/shizenno
naka/kankyo_ranger/about.html

79 2/2(土） 水辺の鳥の観察
千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター

千葉県いすみ市市内堰
や夷隅川河口周辺

水辺にはどんな鳥がいるでしょう?
観察に行きましょう。

一般
(小学生以下保護者同

伴)
無料

8:30～12:00
定員20名
雨天中止
持ち物：寒くない山歩
きできる服装、靴、観
察道具(あれば）

千葉県いすみ環境と文化のさと
センター
TEL:0470-86-5251

http://isumi-sato.com/

80 2/3(日)
大草谷津田いきものの里自然
観察会
「春を待つ植物たち」

千葉市
大草谷津田いきものの
里
（千葉市若葉区）

自然に詳しい指導員が、季節に合わせて自然や生き物
の見どころを解説しながらご案内します。

一般 無料
申込不要
先着30名

千葉市環境保全課
TEL:043-245-5195

http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen
/hozen/shizen/sizen_ikimono-gaido.html

81 2/11(月祝) きみかめ味噌づくり
千葉県立君津亀山少年自
然の家

千葉県君津市
君津亀山少年自然の家

和食にかかせない味噌。
君津市笹地区伝来のおいしい味噌作りを体験してみよ
う！

どなたでも
（小学生以下は保護者と

参加）

1組3,500円
＋保険代50円/人

千葉県立君津亀山少年自然の
家
TEL:0439-39-2628

http://www.kimikame.net/

82 2/16(土） 花炭を作ろう
千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター

千葉県いすみ市
「千葉県いすみ環境と
文化のさとセンター」内

いろいろなものを使って「花炭焼き」に挑戦しましょう。 中学生以上 300円

9:30～12:30
定員20名
雨天中止
持ち物：花炭材料(ﾊ
ｽ、ﾏﾂﾎﾞｯｸﾘなど) 軍
手 うちわ ふた付空
缶箱

千葉県いすみ環境と文化のさと
センター
TEL:0470-86-5251

http://isumi-sato.com/

83 2/16(土）
公園づくりボランティア
どんぐりの植樹

大房岬自然公園
千葉県南房総市
大房岬自然公園

大房岬自然公園
前年の里親プロジェクトで育ったどんぐりの苗を植樹しま
す。

一般 無料 要予約
大房岬ビジターセンター
TEL:0470－33－4551

http://taibusa-misaki.jp/event.cgi?id=167

84 2/16(土） 冬の自然観察会 我孫子市手賀沼課
我孫子市岡発戸･都部
谷津ミュージアム

冬の谷津に生息する小鳥を観察します。 一般 無料 雨天中止
我孫子市手賀沼課
TEL:04-7185-1484

http://www.city.abiko.chiba.jp/event/shizenno
naka/yatsu_museum/index.html

85 2/17(日)
大草谷津田いきものの里自然
観察会
「アカガエルの卵はあるかな？」

千葉市
大草谷津田いきものの
里
（千葉市若葉区）

自然に詳しい指導員が、季節に合わせて自然や生き物
の見どころを解説しながらご案内します。

一般 無料
申込不要
先着30名

千葉市環境保全課
TEL:043-245-5195

http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen
/hozen/shizen/sizen_ikimono-gaido.html

86 2/24(日)
岬レンジャー
「岬の秘境探検」

大房岬自然公園
千葉県南房総市
大房岬自然公園

大房岬自然公園 大房岬のレンジャーになって、自然の調査を行います。 小学3～6年生 1,000円 要予約
大房岬ビジターセンター
TEL:0470－33－4551

http://taibusa-misaki.jp/event.cgi?id=167

87
2/24(日)

3/21(木祝)
ネイチャーカレッジ

千葉県立水郷小見川少年
自然の家

千葉県香取市水郷小見
川少年自然の家、
黒部川

野鳥観察とポールウォーク シニア
1,000円
1,500円

千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1351

http://suigou-omigawa.com/

88 3/3(日）
トウキョウサンショウウオの卵の
うを見つけよう

千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター

千葉県いすみ市
「千葉県いすみ環境と
文化のさとセンター」内

トウキョウサンショウウオの卵のうを探し観察します。
(卵のうや成体の採捕はできません)

一般
(小学生以下保護者同

伴)
無料

10:00～12:00
定員20名
小雨決行
持ち物：長靴、寒くな
い汚れてもよい服
装、雨具

千葉県いすみ環境と文化のさと
センター
TEL:0470-86-5251

http://isumi-sato.com/

89 3/3(日)
大草谷津田いきものの里自然
観察会
「暮らしに役立つ植物」

千葉市
大草谷津田いきものの
里
（千葉市若葉区）

自然に詳しい指導員が、季節に合わせて自然や生き物
の見どころを解説しながらご案内します。

一般 無料
申込不要
先着30名

千葉市環境保全課
TEL:043-245-5195

http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen
/hozen/shizen/sizen_ikimono-gaido.html

90 3/17(日)
大草谷津田いきものの里自然
観察会
「虫さん　花さん　もう起きた？」

千葉市
大草谷津田いきものの
里
（千葉市若葉区）

自然に詳しい指導員が、季節に合わせて自然や生き物
の見どころを解説しながらご案内します。

一般 無料
申込不要
先着30名

千葉市環境保全課
TEL:043-245-5195

http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen
/hozen/shizen/sizen_ikimono-gaido.html

91 3/23(土)～24(日) ファミリーキャンプ教室 大房岬自然公園
千葉県南房総市
大房岬自然公園

大房岬自然公園 キャンプの基礎と魅力をじっくりとお伝えします。 家族 15,900円 要予約
大房岬ビジターセンター
TEL:0470－33－4551

http://taibusa-misaki.jp/event.cgi?id=167

92 3/31(日） 田おこし+薪で炊飯
千葉県いすみ環境と文化
のさとセンター

千葉県いすみ市
「千葉県いすみ環境と
文化のさとセンター」内

昔ながらの田んぼの農作業を経験し、今回は薪で自炊し
ます。
田んぼの耕作はほぼ1年続くため、その後の平成31年度
の耕作作業（平日等）への参加可能な方を募集します。

平日でも作業できる18歳
以上

300円

9:30～14:30
定員10名
小雨決行
持ち物：田植え用長
靴、作業用ゴム手
袋、作業できる服
装、飲物

千葉県いすみ環境と文化のさと
センター
TEL:0470-86-5251

http://isumi-sato.com/



1 通年 ガイドウォーク 高尾ビジターセンター
高尾ビジターセンター周
辺

明治の森高尾国定公園
毎日開催、山頂周辺の旬の自然を解説員がご案内する
50分間のガイドウォークです。
（休館日は休みになります。）

○ どなたでも 100円
月曜休館（祝日の場
合は翌日の火曜が
休館日）

高尾ビジターセンター
TEL:042-664-7872

http://takaovc599.ec-net.jp/?page_id=216

2 通年 ワークショップ 高尾ビジターセンター 高尾ビジターセンター内 明治の森高尾国定公園
高尾山の自然をモチーフにしクラフトワークショップです。
（
休館日は休みになります。）

○ どなたでも 500円
月曜休館（祝日の場
合は翌日の火曜が
休館日）

高尾ビジターセンター
TEL:042-664-7872

http://takaovc599.ec-net.jp/?page_id=216

3 8/21(火)～9/2(日)
夏休みは遺産センターへ遊びに
行こう！

環境省小笠原自然保護官
事務所

小笠原遺産センター
（東京都小笠原村）

小笠原国立公園
いきものクイズラリーやゲームなど、小笠原の魅力がぐっ
と詰まった、夏休みの特別企画！

○ 一般 無料 7/21(土) から開催
環境省小笠原自然保護官事務
所
TEL:04998-2-7174

 http://ogasawara-info.jp/index.html

4 8/21(火) 荒川で生きものを探そう
板橋区立エコポリスセン
ター

荒川生物生態園
日本ペット＆アニマル専門学校の学生が、荒川に住
んでいる生きものの観察や調査のレクチャーをしま
す。

小・中学生 100円
板橋区立リサイクル
プラザ集合解散
10:10～12:10

板橋区立エコポリスセンター
TEL:03-5970-5001

https://itbs-ecopo.jp/event/learn/post-
5713/

5 8/21(月)～31(金) 光るキノコ無料観察会 東京都八丈支庁 東京都八丈島 富士箱根伊豆国立公園
ヤコウタケなどの発光キノコを、ボランティアガイドが案
内する、無料観察ツアーです。

小学生以上 無料
7/21(土)から開催
詳細はHP参照

八丈ビジターセンター
TEL:04996-2-4811

http://www.hachijo-vc.com/observe.php

6 8/25(土)～26(日) 夏の一泊区民ハイキング
荒川区地域文化スポーツ
部スポーツ振興課

長野県・上高地、横谷
峡

中部山岳国立公園
自然に親しみながら、健康増進や体力向上を図ることを
目的として、一泊でのハイキングを実施します。

○

区内在住・在勤・在学の
小学生以上

（山道を歩く体力がある
方）

14,000円
（中学生以下12,000円）

7/17申込締切(必着）
定員43名（抽選）

東京都荒川区スポーツ振興課
TEL:03-3802-3111

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/event/zenev
ent/natuhaikingu.html

7 8/25(土）
つくろう昆虫図鑑
「マスターしよう！
   昆虫の捕り方・見つけ方」

スポーツコミュニティ戸吹 戸吹スポーツ公園
公園内に生息する昆虫を、昆虫博士といっしょに観察し
て、オリジナル昆虫図鑑を作ります。

小学生以上 500円

要申込
先着各15名
①10:00～12:00
②13:00～15:00

戸吹スポーツ公園
TEL:042-691-2288

http://tobuki-sp.jp/

8 9/23(日祝) 秋の生きものさがし 新宿御苑管理事務所 新宿御苑 秋の森を歩きながら生きものたちを探してみよう。 　4～15歳とその保護者 無料 事前申込
新宿御苑サービスセンター
TEL:03-3350-0151

http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/in
dex.html

9 9/30(日) かんきょう観察
板橋区立エコポリスセン
ター

都立赤塚公園
身近な環境の自然度を調べる調査会や、自然観察会
を行います。

中学生以上 無料
申込多数時は、登録
制度であるかんきょう
観察員優先にて抽選

板橋区立エコポリスセンター
TEL:03-5970-5001

10 10月上旬予定 苗木の配布事業 文京区みどり公園課 礫川公園
緑化啓発事業の一環として、東京都の苗木配布事業を
活用した苗木配布を行います。

区内在住者 無料
文京区みどり公園課
TEL:03-5803-1254

11
10/12(金)、11/9(金)、

3/8(金)
ちょこっとさんぽ ひとまちみどり由木 長池公園

長池公園の魅力を発見する、40分程度のミニガイド
ウォーク。
自然解説等、公園スタッフが案内します。

どなたでも 200円/1人
車いす・ベビーカー
OK

ひとまちみどり由木（長池公園自
然館）
TEL：042-678-4616

https://www.h-yugi.org/

12 10/21(日） 木の実とあそぼう 新宿御苑管理事務所 新宿御苑 森を散策してドングリの工作に挑戦しよう。 　4～15歳とその保護者 無料 要事前申込
新宿御苑サービスセンター
TEL:03-3350-0151

http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/in
dex.html

13 10月下旬予定 巨大スタンプラリーin東大 文京区みどり公園課
東京大学本郷キャンパ
ス

東大キャンス内の決められた樹木を、クイズに答えなが
ら回るスタンプラリーです。

区内在住・在学の
小学生と保護者

無料
文京区みどり公園課
TEL:03-5803-1254

http://bun-cms01.city.bunkyo.lg.jp/publis/
bosai/midori/oshirase/stamprally.html

14 11月上旬予定 自然散策会 文京区みどり公園課
東京大学本郷キャンパ
ス

講師を呼び、東大キャンパスを散策します。
キャンパス内の樹木の紹介をして回ります。

区内在住者 無料
文京区みどり公園課
TEL:03-5803-1254

http://bun-cms01.city.bunkyo.lg.jp/publis/
bosai/midori/oshirase/shizensansakukai.html

15 12/2(日） 落ち葉とあそぼう 新宿御苑管理事務所 新宿御苑 森の中で落ち葉でなにして遊ぶ？ 　4～15歳とその保護者 T 要事前申込
新宿御苑サービスセンター
TEL:03-3350-0151

http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/in
dex.html

16 1/27(日) 里山交流
板橋区立エコポリスセン
ター

武蔵嵐山
里山の機能や生物多様性について学び、他自治体の
環境団体と交流します（間伐体験）。

○ 小学生以上 無料
板橋区立エコポリスセンター
TEL:03-5970-5001

17 3月上旬予定 自然散策会 文京区みどり公園課 六義園
講師を呼び、六義園を散策します。
園内の樹木の紹介をして回ります。

区内在住者 入園料300円
文京区みどり公園課
TEL:03-5803-1254

http://bun-cms01.city.bunkyo.lg.jp/publis/
bosai/midori/oshirase/shizensansakukai.html

18 3/9(土)～10(日)
スノーアドベンチャーin新潟
（仮）

板橋区立エコポリスセン
ター

新潟県十日町市
スノーシューで大雪原を散策し、雪国の文化から環
境を考えます。

○ どなたでも
20,000円
（予定）

板橋区立エコポリスセンター
TEL:03-5970-5001

19 3/10(日） 春をさがそう 新宿御苑管理事務所 新宿御苑 生きものたちは春の準備をしているかな？ 　4～15歳とその保護者 無料 要事前申込
新宿御苑サービスセンター
TEL:03-3350-0151

http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/in
dex.html

20 3月下旬予定 自然散策会 文京区みどり公園課 小石川植物園
講師を呼び、小石川植物園を散策します。
園内の樹木の紹介をして回ります。

区内在住者 入園料400円
文京区みどり公園課
TEL:03-5803-1254

http://bun-cms01.city.bunkyo.lg.jp/publis/
bosai/midori/oshirase/shizensansakukai.html

1 8/21(火)～31(金) ハダ恋山恋キャンペーン 秦野市 秦野市内各所
県内唯一の盆地で昔から「山」の恩恵を受けてきた秦野
市では、市内各地で「山」にちなんだ企画でおもてなしを
します。

○ 一般
7/15(日)から開催
詳細はHP参照

秦野市広報課
TEL:0463-82-5117

http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/con
tents/1001000003461/index.html

2 8/24(金)
コイが泳いでいる川はきれい？
～目久尻川で水質検査～

綾瀬市
綾瀬市リサイクルプラ
ザ、
目久尻川

河川の透視度測定や、簡単な水質検査を体験するととも
に、水と魚の関係について学びます。

市内在住の
小学3～6年生

無料
綾瀬市環境保全課
TEL:0467-70-5620

東
京
都



3 毎月第2・4金曜日 ミニ観察会

（共催）
箱根自然解説活動連絡協
議会、
箱根ボランティア解説員連
絡会

神奈川県箱根町 富士箱根伊豆国立公園
ビジターセンター周辺の園地を、毎回テーマを掲げて観
察します。

一般 無料 雨天中止
箱根ビジターセンター
TEL:0460‐84‐9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/

4

8/25(土)
予備日:9/1(土)、

9/15(土)、
10/13(土)、
11/17(土)、
12/22(土)、
1/19(土)、
2/16(土)、
3/16(土)

予備日:3/23(土)

天体観察会
「クーデの日」

伊勢原市教育委員会
伊勢原市立子ども科学
館

天体望遠鏡で、月や惑星などを観察します。
一般

（中学生以下は保護者
同伴）

無料
当日受付
実施時間：実施日ご
と異なります。

伊勢原市立子ども科学館
TEL:0463-92-3600

http://www.city.isehara.kanagawa.jp/kagakuka
n/

5
9/8(土)・22(土)、

10/20(土)
ハゼ釣り教室 だいし水辺の楽校

川崎市川崎区大師河原
水防センター

多摩川河口でハゼ釣りをします。
釣り糸の結び方から、釣れたハゼのさばき方講習まで行
います。

3歳以上
小学生以上 500円、

小学生未満～3歳 200
円

１か月前から要予約
定員30名

大師河原水防センター
TEL:044-287-7882
（開館日：水・木・土・日・祝）

https://www.tamagawahigata.net/イベント/

6 9/23(日祝) 川の安全教室
川崎市建設緑政局多摩川
施策推進課

川崎市中原区等々力地
先多摩川河川敷

川流れを体験するとともに、万が一川で流されてしまった
場合の身の安全の図り方を学びます。

小学3年生以下は保護
者同伴

200円 当日受付

川崎市建設緑政局多摩川施策
推進課
TEL:044-200-2268
NPO法人とどろき水辺（鈴木）
TEL:090-5814-9604

http://todoroki.org/

7 10/6(土)
火山を眺める、箱根外輪山ロン
グトレッキング

箱根地域自然に親しむ運
動実行委員会
（開催担当：(一財)自然
公園財団箱根支部）

神奈川県箱根町 富士箱根伊豆国立公園
尾根道をぐんぐん歩く外輪山トレッキング。
目指すは箱根火山の大眺望。

○ 一般 100円（保険料） 雨天中止
箱根ビジターセンター
TEL:0460‐84‐9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/

8 10/14(日) バリアフリーで楽しむ秋の箱根

共催
箱根ボランティア解説員連
絡会、
環境省

神奈川県箱根町 富士箱根伊豆国立公園
身体の不自由な方、ご高齢者、小さなお子様をお待ちし
ています。

一般 100円（保険料） 雨天中止
箱根ビジターセンター
TEL:0460‐84‐9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/

9 10/27(土) 芦ノ湖水門と歴史を訪ねて
箱根ボランティア解説員連
絡会

神奈川県箱根町 富士箱根伊豆国立公園 自然を楽しみながら、湖尻水門の歴史を訪ねます。 ○ 一般 100円（保険料） 雨天中止
箱根ビジターセンター
TEL:0460‐84‐9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/

10 11/6(火) 紅葉の箱根路を訪ねて

箱根地域自然に親しむ運
動実行委員会
（開催担当：環境省富士箱
根伊豆国立公園管理事務
所）

神奈川県箱根町 富士箱根伊豆国立公園
旧街道石畳や歴史深い池などとともに、秋の草花や実り
などを観察します。

一般 100円（保険料） 雨天中止
箱根ビジターセンター
TEL:0460‐84‐9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/

11 11/23(金祝) 箱根の冬鳥観察会
箱根地域自然に親しむ運
動実行委員会（開催担当：
(公財)神奈川県公園協会）

神奈川県箱根町 富士箱根伊豆国立公園
芦ノ湖周辺で冬鳥観察。
紅葉の箱根の自然の中で、バードウォッチングに出かけ
ましょう。

一般 100円（保険料） 雨天中止
箱根ビジターセンター
TEL:0460‐84‐9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/

12 1/26(土) 野鳥観察会 寒川町

神奈川県高座郡寒川町
寒川広域リサイクルセ
ンター及び目久尻川周
辺など

身近な自然環境である目久尻川周辺で生息している、
冬鳥を中心に観察します。

町内在住・在勤・在学者
（小学４年生以下は保護
者同伴）

無料
要申込
先着25名

寒川町環境課
TEL:0467-74-1111

http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshi
ki/kankyokeizai/kankyo/kankyohozen/event/y
atyou/1470724082804.html

神
奈
川
県


