
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
8/21(火)・23(木)・

28(火)
夏休み親子さかな教室

滋賀県漁業協同組合連合
会

滋賀県米原市
醒井養鱒場

大人気のマス釣り体験や魚についてのお話、マスづくし
の美味しい昼食を堪能しましょう。

小中学生と
その保護者

子ども 2,500円
大人 1,750円

(大人は別途入場料500
円）

要申込
各回先着40名

醒井養鱒場
TEL:0749-54-0301

http://samegai.siga.jp

2 11/11(日) 紅葉ます祭
滋賀県漁業協同組合連合
会

滋賀県米原市
醒井養鱒場

釣り体験・魚すくい・餌やり(有料）等のほか、味噌汁の振
る舞い、即売もあります。

一般
大人500円
(入場料)

醒井養鱒場
TEL:0749-54-0301

http://samegai.siga.jp

3 1/12(土) 冬の早崎ビオトープ観察会 早崎内湖再生保全協議会
滋賀県長浜市
早崎ビオトープ周辺及
び湖北野鳥センター

早崎ビオトープ周辺で、野鳥の観察を行います。 一般 未定 定員40名
協議会事務局（長浜市環境保全
課内）
TEL:0749-65-6513

http://r.goope.jp/hayazakinaiko

1 毎月2回(土) 京都御苑みどころ案内
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）
京都御苑の自然、歴史、文化などのみどころを案内しま
す。

一般 無料
国民公園協会京都御苑
TEL:075-211-6364

http://fng.or.jp/kyoto/

2 8/21(火) 夏休み少年少女エコ体験ツアー

丹後の豊かな環境づくリ推
進会議
（京丹後市、宮津市、与謝
野町、伊根町）

京都府与謝野町地内 未定 未定 未定 未定
京丹後市生活環境課
TEL:0772-69-0240
他各市町役所

3 8/22(水) 水生生物調査

京丹後市青少年健全育成
会、
京丹後市教育委員会、
京丹後市生活環境課

京丹後市峰山町鱒留地
内他

教育委員会が実施する、夏休み自然体験事業の一環と
して実施する、水生生物調査です。

京丹後市内の
小学5・6年生

無料 濡れても良い服装
京丹後市生活環境課
TEL:0772-69-0240

4 8/25(土) 生きものみつけ！ 木津川運動公園
京都府城陽市
（木津川運動公園）

木津川運動公園
季節に合わせて楽しみながら、ごりごりの丘の生きもの
に親しみます。

一般
親子

無料 詳細はHP参照
府立木津川運動公園 業務課
TEL:0774-66-6022

http://fmtpark.com

5 8/26(日)
ムシムシ博士と公園を探検しよ
う！
「アリさんに密着！」

奈良教育大学植物生態学
研究室
共催：けいはんな記念公園
管理事務所

京都府相楽郡精華町精
華台6-1
（けいはんな記念公園）

けいはんな記念公園
様々な条件でアリの行動を観察します。
講師は、奈良教育大学理科教育専修4回生の学生で
す。

小学3・4年生 庭園入園料

要予約
詳細はHP参照
前日予報で、京都府
南部降水確率80％
の場合中止

https://www.facebook.com/mush
imushihakase

https://www.facebook.com/mushimushihakase

6 9/2(日)・16(日)

ムシムシ博士と公園を探検しよ
う！
「水面ハンター アメンボのお食
事」

奈良教育大学植物生態学
研究室
共催：けいはんな記念公園
管理事務所

京都府相楽郡精華町精
華台6-1
（けいはんな記念公園）

けいはんな記念公園

アメンボの食事や水面を移動する仕組みについて学び
ます。
講師は、奈良教育大学理科教育専修4回生の学生で
す。

小学3・4年生 庭園入園料

要予約
詳細はHP参照
前日予報で、京都府
南部降水確率80％
の場合中止

https://www.facebook.com/mush
imushihakase

https://www.facebook.com/mushimushihakase

7 9/2(日) うみほしDAY
NPO法人地球デザインス
クール

京都府宮津市
京都府立丹後海と星の
見える丘公園

山から木や枝を集めて火をおこし、ご飯づくりやテント張
りなどを行うデイキャンプに挑戦します。

○
小学生以上

（幼児の場合は保護者
同伴）

500円 定員10名（先着順）
京都府立丹後海と星の見える丘
公園
TEL:0772-28-9111

http://www.eco-future-park.jp/

8 9/9(日) 森あそび
けいはんな記念公園管理
事務所

京都府相楽郡精華町精
華台6-1
（けいはんな記念公園）

けいはんな記念公園 森の中でつなわたりや木登りを楽しみます。 ○ 4歳以上とその保護者 庭園入園料
動きやすい服装・軍
手持参
雨天中止

公園管理事務所
TEL:0774-93-1200

https://keihanna-park.net/

9 9/15(土) 花いっぱい大作戦の会
けいはんな記念公園管理
事務所

京都府相楽郡精華町精
華台6-1
（けいはんな記念公園）

けいはんな記念公園
公園を花いっぱいにするための参加型活動。
朝顔棚のメンテナンスを行います。

一般 無料
動きやすい服装・軍
手持参
雨天時要問合せ

公園管理事務所
TEL:0774-93-1200

https://keihanna-park.net/

10 9/15(土) 水をつなぐクリーン大作戦 京丹後市生活環境課 市内全域
森林・里山・河川・海　つながった環境を維持、再生する
ことを目的にした市内一斉清掃を行います。

一般 無料

市民の自主的な地域
清掃活動を喚起する
ものなので、当日に
必要な物資の準備や
集めたごみの処理は
各自でお願いしてい
ます。

京丹後市生活環境課
TEL:0772-69-0240

11
9/15(土)～
16日(日祝)

親と子の山村体験
京都府立丹波自然運動公
園

京都府船井郡京丹波町
丹波自然運動公園内及
び付近の農地

京都府立丹波自然運動
公園

稲刈り、キャンプファイヤーなどを楽しみます。 小学生と保護者
大人 5,000円

子ども 4,000円
定員10家族 0771-82-0560 http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/

12 9/23(日) 水辺の見学会 (公財)京都府公園公社 京都府京都市 伏見港公園 濠川での生物の生態観察を行います。 小学生とその親 無料 詳細はHP参照
伏見港公園管理事務所
TEL:075-611-7081

http://www.kyoto-park.or.jp/hushimi/

13 10/4(木) キノコ教室
京都府立丹波自然運動公
園

京都府船井郡京丹波町
丹波自然運動公園内遊
歩道　等

京都府立丹波自然運動
公園

園内を散策しながらキノコを実際に採取し、毒キノコの見
分け方などを学びます。

○ どなたでも 500円/人 定員50名 0771-82-0560 http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/

14 10/7(日) 摘み菜教室
京都府立丹波自然運動公
園

京都府船井郡京丹波町
丹波自然運動公園内及
び付近の農地

京都府立丹波自然運動
公園

身近な草花を摘み、料理方法などを学び美味しく味わい
ます。

○ どなたでも 2,000円/人 定員30名 0771-82-0560 http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/

15 10/13(土) ネイチャークラフト (公財)京都府公園公社 京都府京都市 伏見港公園 公園内の自然素材を使っての作品製作を行います。 小学生 500円 詳細はHP参照
伏見港公園管理事務所
TEL:075-611-7081

http://www.kyoto-park.or.jp/hushimi/

16 10/28(日) 紅葉のブナ林観察会 京丹後市生活環境課
京丹後市大宮町五十河
地内

市民を対象とした、紅葉したブナ林の観察会をします。 ○ 一般 無料 軽登山可能な服装
京丹後市生活環境課
TEL:0772-69-0240

京
都
府

滋
賀
県



17 11/11(日)
親子で楽しむネイチャーゲーム
の世界

(公財)京都府公園公社 京都府京都市 伏見港公園 公園内で五感を使って、自然体験・ゲームを楽しみます。 親子 500円 詳細はHP参照
伏見港公園管理事務所
TEL:075-611-7081

http://www.kyoto-park.or.jp/hushimi/

18 11/18(日)
秋の自然教室
秋の御苑にふれよう

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）
秋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 100円
国民公園協会京都御苑
TEL:075-211-6364

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

19 1/20(日)
冬の自然教室
冬の御苑にふれよう

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）
冬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 100円
国民公園協会京都御苑
TEL:075-211-6364

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

1 8/21(火） 海藻おしば教室
せんなん里海公園管理事
務所

大阪府阪南市
せんなん里海公園
しおさい楽習館

大阪府営公園
海からの贈り物、ワカメやヒジキなどでカラフルなアート
作品をつくろう！

一般 100円
当日現地受付
先着30名
詳細はHP参照

せんなん里海公園管理事務所
TEL:072-494-2626

http://www.osaka-
park.or.jp/rinkai/sennan/main.html

2 8/25(土)
レンジャーと一緒に森たんけ
ん！

堺自然ふれあいの森
大阪府堺市南区
堺自然ふれあいの森

見所いっぱいの夏の森を、レンジャーがご案内します。 ○ 一般 無料

①10:00～11:00
②11:00～12:00
当日現地受付
各回先着20名

堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

3 8/25(土) 森の木で工作をしよう 堺自然ふれあいの森
大阪府堺市南区
堺自然ふれあいの森

森の間伐材をノコギリで伐って、自由に手のひらサイズ
の工作を作ります。

一般 200円/1作品
13:00～16:00
当日現地受付

堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

4 8/25(土)
せんなんマーブルビーチ
「サンセットフェスタ」

泉南市観光協会
大阪府泉南市りんくうう
南浜　サザンぴあ・マー
ブルビーチ前広場

浜辺清掃、ダンス・音楽等のステージパフォーマンス鑑
賞、ウミホタル観察会を行います。

一般 無料
泉南市観光協会観光案内所
TEL:072‐493-8948

http://welcome-sennan.com/
(詳細決定次第掲載 約1～2週間前）

5 8/25(土)
摂津峡クリーン＆マナーアップ
事業

高槻市
大阪府高槻市
摂津峡

摂津峡の自然環境の保全を図るため、清掃活動を行うと
ともに、ごみの持ち帰りなどマナーアップの啓発を行いま
す。

○
地元自治会・
地元団体・

市職員
無料

高槻市環境緑政課
TEL:072-674-7483

6 8/26(日) 夏のアウトドア体験プログラム 紀泉わいわい村
大阪府泉南市
紀泉わいわい村

金剛生駒紀泉国定公園
自然の中で生き物観察、川遊び、野外料理などを楽しも
う。

○ 幼児以上を含む家族 無料
要事前申込
先着30名

紀泉わいわい村
TEL:072-485-0661

http://www.osakaymca.or.jp/shisetsu/kisenwa
iwaimura/index.html

7 8/26(日) セミのぬけがら探しと昆虫観察 住吉公園管理事務所
大阪府大阪市
住吉公園
遊戯場南側、他

大阪府営公園 TELx
小学生3年以下は保護

者同伴
無料

当日現地受付
先着30名

住吉公園管理事務所
TEL:06-6671-2292

https://www.toshi-kouen.jp/

8 9/2(日) バッタハンティング 住之江公園管理事務所
大阪府大阪市
住之江公園
バッタトレイル周辺

大阪府営公園
公園内の自然ゾーン「バッタトレイル」周辺で、バッタ取り
を行います。

小学生 無料 詳細はHP参照
住之江公園管理事務所
TEL:06-6685-9521

https://www.toshi-
kouen.jp/staticpages/index.php/suminoe_top

9 9/2(日) まちやまウォーキング9月
メイプルハーツ箕面公園管
理事務所

大阪府箕面市
箕面公園

大阪府営公園
滝道沿い3か所で、箕面の自然にまつわるクイズにチャ
レンジしながら、適度な距離を歩くフリーウォーキングを
行います。

○ 一般 無料

時間：9:30～16:00
・公園事務所前でク
イズカード配布（9:00
～15:00）
※園路一部通行止
めのため、修業古場
（しげのこば）休憩所
で折り返し

箕面公園管理事務所
TEL:072-721-3014

http://www.mino-park.jp/

10 9/15(土) ツリークライミング体験会 木登り探検隊
大阪府大阪市
住之江公園
第二森の広場樹林

大阪府営公園
樹林帯にある大きなクスノキなどの木に、道具を使って
安全に、木登りをします。

小学生 200円（保険料） 詳細はHP参照
住之江公園管理事務所
TEL:06-6685-9521

https://www.toshi-
kouen.jp/staticpages/index.php/suminoe_top

11 9/16(日祝)
里山づくり隊
「近隣の里山を歩いてみよう」

豊島北ビオトープクラブ 池田市五月山公園
散策しながら食べられる草や実を採取したり、虫の声を
聞いたりして、この時期の里山を感じます。

○ 5歳以上 無料
要事前申込
先着15名
(締切9/15(土))

豊中四季彩園
豊島北ビオトープクラブ
TEL:06-6866-3288

http://biotope.dip.jp/

12 9/22(土)
「バッタの運動会」
～バッタをつかまえて、飛ばそう
～

寝屋川公園管理事務所
寝屋川公園管理事務所
前に集合後、芝生広場
へ

大阪府営公園
親子でバッタをつかまえてバッタを観察します。
観察が終わったら、バッタを飛ばし、飛距離を競います。

親子 無料

要事前申込
先着40名
8/22(水)9:00受付開
始

寝屋川公園管理事務所
TEL:072-824-8800

http://neyagawa.osaka-park.or.jp/

13 9/23(日) （仮称）子ども向け自然観察会
府・泉佐野丘陵緑地パーク
クラブ

大阪府泉佐野市
泉佐野丘陵緑地

大阪府営公園
公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、公園を散策し
て、秋の自然を観察してみませんか。
ぜひ、ご参加下さい。

一般 無料 定員未定
泉佐野丘陵緑地パークセンター
TEL:072-467-2491

http://izumisano-kyuryo.jp/

14 9/23(日)
レッツ久宝探検隊
「昆虫観察会」

久宝寺緑地管理事務所
大阪府八尾市
久宝寺緑地

大阪府営公園 公園内の昆虫を採集し、特徴や鳴き声等を観察します。 一般 無料

体を動かしやすい服
装、靴での参加
持ち物：水筒、雨具、
あればルーペ、虫め
がね

久宝寺緑地管理事務所
TEL:072-992-2489

http://www.toshi-
kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top

15 10/7(日) 野草のガッコウ 蜻蛉池公園管理事務所
大阪府岸和田市
蜻蛉池公園

大阪府営公園
講師の先生と園内を散策し、秋の野草や果実について
学んだ後、お楽しみ試食会を行います。

一般 100円（保険代）
要事前申込
先着20名
9/1(土)受付開始

蜻蛉池公園管理事務所
TEL:072-443-9671

https://tonboike-park.net/

16 10/13(土)
みんなでワイワイ栗ひろいハイ
キング

泉南市観光協会 泉南市信達楠畑

栗林で栗ひろい､栗のバーベキュー、植物観察も楽しみ
ます。
往復計6.5kmのハイキング｡
栗のおみやげ有｡

○
小学生以下は保護者同

伴
1000円（小学生以下700
円）（保険・資料代込）

要事前申込
先着50名

泉南市観光協会観光案内所
TEL:072‐493-8948

http://welcome-sennan.com/
(募集開始日(未定)に掲載予定 約1か月前)

17 3月 里山ウォーキング 枚方市 枚方市内
里山保全活動状況を説明し、里山の自然の素晴らしさと
保全の大切さを市民に知っていただきます。

○ 一般
無料

（ウォーキングのみ）
詳細については広報
(2月号)・HPを参照

枚方市土木部 みち・みどり室
TEL:072-841-1435

1
8/21(火)～11/25(日)

の土・日・祝日
山の案内人による自然観察会 兵庫県神戸県民センター

兵庫県立六甲山ビジ
ターセンター周辺

瀬戸内海国立公園
山の案内人の案内で、六甲山ビジターセンター周辺での
自然観察を行います。

○ 一般 無料
午前と午後の1日2回
所要時間約1時間

兵庫県神戸県民センター県民課
TEL:078-361-8629

https://rokkosan.center/

大
阪
府



2 9/15(土)

六甲山ビジターセンター環境学
習プログラム
「二つ池でトンボたちを探そ
う！」

六甲山を活用する会
兵庫県立六甲山ビジ
ターセンター周辺

瀬戸内海国立公園
記念碑台周辺やまちっ子の森に親しみ、二つ池に飛来
するトンボや水辺の生きものを観察します。

○ 5歳～大人 500円

要事前申込
定員30名
雨天時9/22(土)に延
期

六甲山を活用する会(堂馬)
TEL:090-3288-0569

http://rokkosan-katsuyo.com

3 9/23(日祝)

六甲山ビジターセンター環境学
習プログラム
「～六甲山で学習しよう～ 「絵
本－やまのゆうびんやさん」から
学ぶ　六甲山の自然と歴史」

NPO法人六甲山と市民の
ネットワーク

兵庫県立六甲山ビジ
ターセンター周辺

瀬戸内海国立公園
絵本の「映像＋オリジナル楽曲の生演奏＋朗読」で、六
甲山を五感で感じるプログラムです。

○ 一般
大人 800円
子供 500円

約40名
NPO法人六甲山と市民のネット
ワーク(中野)
TEL:078-851-4600

https://ja-jp.facebook.com/rokkosan.rcn/

4 9/29(土)

六甲山ビジターセンター環境学
習プログラム
「六甲山の自然と友だちになろう
（子供向け）Ⅱ 「アサギマダラの
渡り（わたり）を見て、アサギマ
ダラのマーキングに参加しよ
う」」

NPO法人六甲山の自然を
学ぼう会

兵庫県立六甲山ビジ
ターセンター周辺

瀬戸内海国立公園
チョウの種類や体の仕組みを鱗粉転写で学習します。
アサギマダラを採集し、マーキングします。

○ 小学生とその保護者 無料
約40名
雨天時9/30(日)に延
期

NPO法人六甲山の自然を学ぼう
会(清水)
TEL:090-1596-5205

http://www.rokkosan-shizen.com/

5 10/20(土)
ヤギと一緒にオープンカレッジ
活動の森を育てよう

あまがさき環境オープンカ
レッジ実行委員会、
尼崎市、
生活協同組合コープこうべ
第1地区活動本部

尼崎の森中央緑地
オープンカレッジ活動の森とコープの森の草引きなど森
の手入れを行った後に、紙飛行機を飛ばします。

親子または自然や生き
物に興味のある人

無料

要事前申込
先着40名
※天候により、中止
または内容を変更す
る場合があります。

あまがさき環境オープンカレッジ
実行委員会事務局
TEL:06-6421-0544

http://www001.upp.so-net.ne.jp/aoce/

6 10/28 (日)

六甲山ビジターセンター環境学
習プログラム
「六甲山の植生と、六甲山の仲
間たち」

(一社)ブナを植える会
兵庫県立六甲山ビジ
ターセンター周辺

瀬戸内海国立公園
午前中はビジターセンターで座学を、午後は、再度公園
へ移動して、こうべ森の文化祭に参加します。

○ 一般 無料
要事前申込
定員20名

(一社)ブナを植える会(桑田)
TEL:090-3166-9785

http://www.bunawouerukai.jp/

1 9/28(金)
神秘の森 荘厳の山 大台ヶ原を
歩く

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
大台ヶ原登録ガイドによる東・西大台ガイドウォーク、特
別講師による自然再生ガイドウォークを実施します。

○ 一般
有料

（弁当代・保険代・立入
手数料）

雨天決行
持ち物：水筒、雨具
公共交通機関での参
加が必要

上北山村地域活性化イベント実
行委員会
TEL:07468-2-0003

2 10/7(日)
吉野熊野国立公園大台ヶ原地
区パークボランティア自然観察
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が一緒に東大台を
散策し、自然や取組みについてお話します。

○ 小学生以上
有料

（保険代）

雨天決行
持ち物：弁当、水筒、
雨具必須

吉野自然保護官事務所(小川)
TEL:0746-34-2202

http://kinki.env.go.jp/to_2018/post_123.html

1 8/25(土)～26(日) 夏休みこどもキャンプ 北山村青年会 おくとろ公園キャンプ場 吉野熊野国立公園
北山村の自然を生かしたキャンプの実施。
オリエンテーションや川遊びを実施します

村内在住の小・中学生 無料
北山村役場内
北山村青年会
TEL:0735-49-2331

2 3月中旬 生石高原山焼き 生石高原観光協会 生石高原県立自然公園 県立自然公園
ススキ草原の保全を目的として、約9万㎡の草原に火を
放ちます。

○ 一般 無料
生石高原観光協会
TEL:073-489-5901

http://kiminokanko.com/06_site_04_sightseeing
.html#link06_site_04_sightseeing_oishi_kougen

和
歌
山
県

奈
良
県

兵
庫
県


