
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 8/25(土) 春採湖のウチダザリガニ2018 北海道釧路市
北海道釧路市
春採湖

春採湖には特定外来生物のウチダザリガニが生息して
います。
専門家の講演や捕獲体験を通じて、その生態を学びま
す。

一般 無料
要申込
定員50名

釧路市環境保全課
TEL:0154-31-4594

2 9/8(土)
釧路湿原国立公園クリーン
ウォーク

釧路湿原国立公園ボラン
ティア・レンジャーの会

コッタロ～塘路 釧路湿原国立公園
国立公園内のコッタロ～塘路において、清掃活動を行い
ます。

一般 無料
釧路湿原自然保護官事務所
TEL:0154-56-2345

https://www.facebook.com/kushiro.vr/

3 9/8(土)
バードカービング講座
1回目

釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道標茶町
塘路湖エコミュージアム
センター

釧路湿原国立公園
釧路湿原に生息する野鳥をモデルに角材を削り、彩色し
て完成させます。
原則、全5回の講座に参加可能な方を対象。

一般
(原則、全5回の講座に

参加可能な方)

5,500円
（材料費）

要申込
定員10名

塘路湖エコミュージアムセンター
TEL:015-487-3003

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

4 9/9(日)
アイヌ民族が利用した植物を観
察しよう

釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道鶴居村温根内 釧路湿原国立公園
湿原を歩きながらアイヌ民族が利用した植物を観察し、
彼らの知恵と歴史を学びます。

一般 無料
要申込
定員15名

温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

5 9/15(土) 温根内木道スポットガイド
釧路湿原国立公園ボラン
ティア・レンジャーの会

北海道阿寒郡鶴居村
温根内ビジターセンター

釧路湿原国立公園
国立公園パークボランティアたちが、木道の各スポット
で、旬の花や湿原のおもしろ話をしています。

どなたでも 無料
釧路湿原自然保護官事務所
TEL:0154-56-2345

https://www.facebook.com/kushiro.vr/

6 10/7(日)
ザリガニウォッチング2
「ニホンザリガニ編」

釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道鶴居村温根内 釧路湿原国立公園
釧路湿原に生息する絶滅危惧種ニホンザリガニの生態
を知り、生息環境を観察します。

一般 無料
要申込
定員15名

温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

7 10/13(土) 紋別岳自然観察会
支笏洞爺国立公園管理事
務所

北海道千歳市支笏湖周
辺・紋別岳

支笏洞爺国立公園 紋別岳を登りながら自然観察をします。 ○ 一般 無料 雨天中止
支笏洞爺国立公園管理事務所
TEL:0123-25-2350

8 10/14(日)
バードカービング講座
2回目

釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道標茶町
塘路湖エコミュージアム
センター

釧路湿原国立公園
釧路湿原に生息する野鳥をモデルに角材を削り、彩色し
て完成させます。
原則、全5回の講座に参加可能な方を対象。

1回目からの参加者 1回目に徴収 http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

9 10/20(土) ムックリ（口琴）を作ろう
釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道標茶町
塘路湖エコミュージアム
センター

釧路湿原国立公園
アイヌの人たちが使っていた楽器、ムックリを作って、そ
の音色を楽しみましょう。

一般
300円

（材料費）
要申込
定員15名

塘路湖エコミュージアムセンター
TEL:015-487-3003

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

10 10/27(土) 晩秋の湿原　野鳥観察会
釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道標茶町
シラルトロ湖・蝶の森

釧路湿原国立公園
越冬のため釧路湿原に渡って来た、野鳥を散策しなが
ら、観察します。

一般 無料
要申込
定員15名

塘路湖エコミュージアムセンター
TEL:015-487-3003

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

11 11/10(土) 野鳥と冬芽の観察会
支笏洞爺国立公園管理事
務所

北海道千歳市支笏湖周
辺

支笏洞爺国立公園 園地周辺の野鳥と冬芽を観察します。 一般 無料 雨天中止
支笏洞爺国立公園管理事務所
TEL:0123-25-2350

12 11/11(日)
バードカービング講座
3回目

釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道標茶町
塘路湖エコミュージアム
センター

釧路湿原国立公園
釧路湿原に生息する野鳥をモデルに角材を削り、彩色し
て完成させます。
原則、全5回の講座に参加可能な方を対象。

1回目からの参加者 1回目に徴収 http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

13 11/18(日) 地形を見て歩く！湿原探索
釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道鶴居村温根内 釧路湿原国立公園
花や葉が枯れ落ち、遠くまで見渡せるこの時期。
普段注目しない湿原周辺の「地形」にスポットを当てま
す。

一般 無料
要申込
定員15名

温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

14 11/24(土) クリスマスリースを作ろう
釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道標茶町
塘路湖エコミュージアム
センター

釧路湿原国立公園
松ぼっくりや木の実などの自然の素材を使って、クリスマ
スリースを作ります。

一般
500円

（材料費）
要申込
定員10名

塘路湖エコミュージアムセンター
TEL:015-487-3003

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

15 11/25(日) クリスマスリースを作ろう
釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道鶴居村温根内 釧路湿原国立公園
もうすぐクリスマス。
自然の素材を使ってオリジナルリースを作成しましょう。

一般
500円

（材料費）
要申込
定員15名

温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

16 12/2(日)
バードカービング講座
4回目

釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道標茶町
塘路湖エコミュージアム
センター

釧路湿原国立公園
釧路湿原に生息する野鳥をモデルに角材を削り、彩色し
て完成させます。
原則、全5回の講座に参加可能な方を対象。

1回目からの参加者 1回目に徴収 http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

17 12/9(日) 冬の植物を見に行こう
釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道鶴居村温根内 釧路湿原国立公園
湿原の植物はどうやって寒い冬を乗り越えるのでしょう
か？
様々な植物の越冬作戦を観察します。

一般 無料
要申込
定員15名

温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

18 1/5(土) 連凧を作って揚げよう
釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道標茶町
塘路湖エコミュージアム
センター周辺

釧路湿原国立公園
自作の凧に干支文字やイラストなどを描いて、新年を迎
えた湿原の空に揚げてみましょう。

一般
100円

（材料費）
要申込
定員15名

塘路湖エコミュージアムセンター
TEL:015-487-3003

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

19 1/6(日)
バードカービング講座
5回目

釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道標茶町
塘路湖エコミュージアム
センター

釧路湿原国立公園
釧路湿原に生息する野鳥をモデルに角材を削り、彩色し
て完成させます。
原則、全5回の講座に参加可能な方を対象。

1回目からの参加者 1回目に徴収 http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

20 1/13(日) 湿原アニマルトラッキング
釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道鶴居村温根内 釧路湿原国立公園
雪の上の足跡やあちこちに残る痕跡から、湿原周辺の
動物の行動と暮らしについて考えます。

一般 無料
要申込
定員15名

温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

21 2/3(日) 冬の動物たちの生き方
支笏洞爺国立公園管理事
務所

北海道千歳市支笏湖周
辺

支笏洞爺国立公園
スノーシューを使って、冬芽や動物の足跡などを観察し
ます。

一般 無料 荒天中止
支笏洞爺国立公園管理事務所
TEL:0123-25-2350

22 2/9(土) 釧路湿原フィールドウォッチング
釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道標茶町
シラルトロ湖・蝶の森

釧路湿原国立公園
雪のフィールドを散策しながら釧路湿原の自然や遺跡を
観察します。
スノーシュー使用。

一般 無料
要申込
定員10名

塘路湖エコミュージアムセンター
TEL:015-487-3003

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

23 2/10(日) 歩くスキーで湿原ハイク
釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道鶴居村温根内 釧路湿原国立公園
雪の積もった湿原と周辺の森を、歩くスキーで楽しみま
す。

一般 無料
要申込
定員15名

温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

24 3/2(土) 塘路フィールドウォッチング
釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道標茶町
塘路湖エコミュージアム
センター周辺

釧路湿原国立公園
残雪のフィールドを散策しながら、釧路湿原の自然や遺
跡を観察します。
スノーシュー使用。

一般 無料
要申込
定員10名

塘路湖エコミュージアムセンター
TEL:015-487-3003

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

北
海
道



25 3/3(日)
湿原の裏山でスノーシューハイ
ク

釧路湿原国立公園連絡協
議会

北海道鶴居村温根内 釧路湿原国立公園
残雪の裏山をスノーシューで歩き、雪解けを待つ植物な
どを観察します。

一般 無料
要申込
定員10名

温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

1 9/16(日)
キノコ探索
イヌワシの道

弘前市みどりの協会 こどもの森
イヌワシの道、カモシカ道をキノコを観察しながら、ハイ
キングします。

○ 一般 無料
要事前申込
(当日連絡可)

弘前市みどりの協会
TEL:0172-33-8733
こどもの森
TEL:0172-88-3923

http://www.hirosakipark.or.jp/child

2 10/21(日)
紅葉とキノコ
カモシカ～ライオン岩

弘前市みどりの協会 こどもの森 カモシカ道からライオン岩まで、紅葉見物をします。 ○ 一般 無料
要事前申込
(当日連絡可)

弘前市みどりの協会
TEL:0172-33-8733
こどもの森
TEL:0172-88-3923

http://www.hirosakipark.or.jp/child

3 11/18(日)
晩秋の山
ライオン岩ハイク

弘前市みどりの協会 こどもの森
裸になった木々の下をライオン岩まで、ハイキングしま
す。

○ 一般 無料
要事前申込
(当日連絡可)

弘前市みどりの協会
TEL:0172-33-8733
こどもの森
TEL:0172-88-3923

http://www.hirosakipark.or.jp/child

4 12/16(日) Ｘマス・トレッキング 弘前市みどりの協会 こどもの森
冬山登山スタート。
カモシカの道～岩落山へ。

○ 一般 無料
要事前申込
(当日連絡可)

弘前市みどりの協会
TEL:0172-33-8733
こどもの森
TEL:0172-88-3923

http://www.hirosakipark.or.jp/child

5 1/6(日) 新春登山 弘前市みどりの協会 こどもの森 久渡寺山への登り初め、お社参拝をします。 ○ 一般 無料
要事前申込
(当日連絡可)

弘前市みどりの協会
TEL:0172-33-8733
こどもの森
TEL:0172-88-3923

http://www.hirosakipark.or.jp/child

1 8/25(土) 区界土遊塾３ 盛岡市教育委員会 区界高原少年自然の家
区界高原自然環境保全
地域

兜明神岳登山・自然の家祭りを行います。 ○
小学生以上の子どもと
その家族

1,200円
区界高原少年自然の家
TEL:0193-77-2048

sizennoie@city.morioka.iwate.jp

2 8/25(土)
シェアリングネイチャー（ネイ
チャーゲーム）

ネイチャーセンター
岩手県滝沢森林公園ネ
イチャーセンター

自然の中で、色々なゲームを楽しみながら、光や風を感
じましょう。

小学高学年～一般 無料 詳細はHP参照
ネイチャーセンター
TEL:019-688-5522

https://www.koiwai.co.jp/shiteikanri/takizawa_
fp/

3 9/8(土) バードカービング教室 ネイチャーセンター
岩手県滝沢森林公園ネ
イチャーセンター

鳥の木彫り教室をします。
お気に入りの小鳥を作りましょう。

小学高学年～一般 1,000円（材料代込）
詳細はHP参照
要申込
定員20名

ネイチャーセンター
TEL:019-688-5522

https://www.koiwai.co.jp/shiteikanri/takizawa_
fp/

4 9/16(日)
定例森の観察会
「自然の宝物見つけ隊」

ネイチャーセンター
岩手県滝沢森林公園ネ
イチャーセンター

夏から秋へ、季節の移ろいを見つけましょう。
専門の講師が案内します。

児童生徒一般 無料 詳細はHP参照
ネイチャーセンター
TEL:019-688-5522

https://www.koiwai.co.jp/shiteikanri/takizawa_
fp/

5 9/22(土)～23(日祝)
アウトドア・イン区界
～秋の巻～

盛岡市教育委員会 区界高原少年自然の家
区界高原自然環境保全
地域

兜明神岳登山・山野草やきのこの観察・星空観察・家族
交流会を行います。

○
小学生以上の子どもと
その家族

未定
区界高原少年自然の家
TEL:0193-77-2048

sizennoie@city.morioka.iwate.jp

6 10/6(土)
歴史の道
旧宮古街道探訪

盛岡市教育委員会 区界高原少年自然の家
区界高原自然環境保全
地域

区界～盛岡市高畑公民館間の旧道を中心とした、宮古
街道の史跡めぐりと自然観察をします。

○
小学校4年生以上（保護

者同伴）
未定

区界高原少年自然の家
TEL:0193-77-2048

sizennoie@city.morioka.iwate.jp

7 10/20(土)、21(日) 真湯渓谷の紅葉 いちのせき健康の森 いちのせき健康の森
真湯渓谷の美しい紅葉を、往復5㎞ほど歩いて探勝しま
す。

○
自力で歩ける方ならどな
たでも

大人75円、
子ども無料

当日受付
定員なし

いちのせき健康の森
TEL:0191-39-2020

http://matsurube.web..fc2.com/

1 8/24(金) 苔玉教室 昭和万葉の森
宮城県黒川郡大衡村昭
和万葉の森

初めての苔玉づくりをします。 一般
1,000円

（材料費含む）
要申込
定員10名

昭和万葉の森管理事務所
TEL:022-345-4623
FAX:022-341-2834

http://ohira-manyo.co.jp/mori.html

2 8/26(日) 子どもハイキング
宮城県蔵王野鳥の森自然
観察センター「ことりはう
す」

宮城県刈田郡蔵王町こ
とりはうす

蔵王国定公園 子どもを中心とした、野鳥の森の散策に出かけます。 ○ 一般 200円
申込不要
定員15名程度

宮城県蔵王野鳥の森自然観察
センター「ことりはうす」
TEL:0224-34-1882
FAX:0224-34-1871

http://mifi.jp/kotori/index.html

3 9/1(土) 蔵王トレッキング
宮城県蔵王野鳥の森自然
観察センター「ことりはう
す」

宮城県刈田郡蔵王町
（北屏風）

蔵王国定公園 宮城県最高峰と秋の高山植物を観察します。 ○ 一般 1,000円
要申込
定員15名

宮城県蔵王野鳥の森自然観察
センター「ことりはうす」
TEL:0224-34-1882
FAX:0224-34-1871

http://mifi.jp/kotori/index.html

4
9/2(日)・9(日)・
23(日)・30(日)

野鳥の森ハイキング
宮城県蔵王野鳥の森自然
観察センター「ことりはう
す」

宮城県刈田郡蔵王町こ
とりはうす

蔵王国定公園
野鳥、花々や草木を楽しみながら、野鳥の森を歩きま
す。

○ 一般 200円
申込不要
定員15名程度

宮城県蔵王野鳥の森自然観察
センター「ことりはうす」
TEL:0224-34-1882
FAX:0224-34-1871

http://mifi.jp/kotori/index.html

5 9/8(土) 自然観察会 昭和万葉の森
宮城県黒川郡大衡村昭
和万葉の森

初秋の草花を鑑賞します。 一般 200円
要申込
定員20名

昭和万葉の森管理事務所
TEL:022-345-4623
FAX:022-341-2834

http://ohira-manyo.co.jp/mori.html

6 9/15(土) お手軽木工
宮城県蔵王野鳥の森自然
観察センター「ことりはう
す」

宮城県刈田郡蔵王町こ
とりはうす

蔵王国定公園 ミニ椅子、道具箱など簡単な木工を作ります。 一般
500円～

（作品によって異なる）
要申込
定員15名

宮城県蔵王野鳥の森自然観察
センター「ことりはうす」
TEL:0224-34-1882
FAX:0224-34-1871

http://mifi.jp/kotori/index.html

7 9/20(木) つる編み教室 昭和万葉の森
宮城県黒川郡大衡村昭
和万葉の森

つるでお気に入りの籠を作ります。 一般
1,000円

（材料費含む）
要申込
定員10名

昭和万葉の森管理事務所
TEL:022-345-4623
FAX:022-341-2834

http://ohira-manyo.co.jp/mori.html

8 9/22(土) 気仙沼ジオ探検！
三陸ジオパーク気仙沼推
進協議会

宮城県気仙沼市唐桑
「唐桑半島」

三陸復興国立公園
唐桑半島にあるジオサイトの「巨釜」、「半造」、「折石」を
観察し大地の歴史を学びます。

小学生以上 無料
要申込
定員20名

気仙沼市観光課
TEL:0226-22-3438

http://kesennuma-kanko.jp/

9 9/29(土) 森の恵み観察会
宮城県蔵王野鳥の森自然
観察センター「ことりはう
す」

宮城県刈田郡蔵王町こ
とりはうす

蔵王国定公園
野鳥の森でキノコを観察後、市販のキノコを使った料理
を試食します。

一般 500円
要申込
定員15名

宮城県蔵王野鳥の森自然観察
センター「ことりはうす」
TEL:0224-34-1882
FAX:0224-34-1871

http://mifi.jp/kotori/index.html
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10 9/30(日) 木工作りと食の体験
宮城県蔵王野鳥の森自然
観察センター「ことりはう
す」

宮城県刈田郡蔵王町こ
とりはうす

蔵王国定公園
ピザトレイを作った後に、お楽しみでピザを焼いて食べま
す。

一般 500円
要申込
定員15名

宮城県蔵王野鳥の森自然観察
センター「ことりはうす」
TEL:0224-34-1882
FAX:0224-34-1871

http://mifi.jp/kotori/index.html

11 9/30(日) 初秋の自然観察とお茶会
宮城県こもれびの森　森林
科学館

宮城県栗原市
森林科学館

園内の小さな秋を探す自然観察からスタートします。
お茶会では創作的な和菓子をいただきながら、秋を感じ
るイベントです。

一般 600円（小学生以上）
要申込
定員30名

宮城県こもれびの森　森林科学
館
TEL:0228-56-2330
FAX:0228-56-2330

http://mifi.main.jp/komorebi.htm

12 10/21(日)
秋を満喫
「キノコ観察ときのこ鍋」

宮城県こもれびの森　森林
科学館

宮城県栗原市
森林科学館

秋も深まり、秋の味覚の定番の「きのこ」を探します。
収穫したキノコを観察し、名前を知ることも楽しみです。

一般 600円（小学生以上）
要申込
定員30名

宮城県こもれびの森　森林科学
館
TEL:0228-56-2330
FAX:0228-56-2330

http://mifi.main.jp/komorebi.htm

13 10/27(土) 気仙沼ジオ探検！
三陸ジオパーク気仙沼推
進協議会

宮城県気仙沼市紙東側
根14
「鹿折金山資料館」

気仙地方の金文化について学びを深め、砂金採り体験
を行います。

○ 小学生以上 100円
要申込
定員20名

気仙沼市観光課
TEL:0226-22-3438

http://kesennuma-kanko.jp/

14 11/4(日)
紅葉の一桧山（いっぴつやま）を歩
きましょう

宮城県こもれびの森　森林
科学館

宮城県栗原市
森林科学館

身近にありながら自然あふれる一桧山（いっぴつやま）。
その遊歩道を歩いて花山の自然を楽しみます。

○ 一般 600円（小学生以上）
要申込
定員30名

宮城県こもれびの森　森林科学
館
TEL:0228-56-2330
FAX:0228-56-2330

http://mifi.main.jp/komorebi.htm

15 11/18(日) クズのツルでかご編みに挑戦
宮城県こもれびの森　森林
科学館

宮城県栗原市
森林科学館

山野で嫌われ者のクズですが、そのツルを利用して「か
ご」を編みます。

一般 600円（小学生以上）
要申込
定員30名

宮城県こもれびの森　森林科学
館
TEL:0228-56-2330
FAX:0228-56-2330

http://mifi.main.jp/komorebi.htm

1 9/9(日)
第４回　秋田駒ヶ岳自然観察会
(ｴｿﾞｵﾔﾏﾘﾝﾄﾞｳ)

休暇村乳頭温泉郷
秋田県仙北市
秋田駒ヶ岳

十和田八幡平国立公園
秋田駒ヶ岳の自然歩道を歩きながら、自然観察会を行い
ます。

○ 一般 有料（保険代）
休暇村乳頭温泉郷
TEL:0187-46-2244

https://www.qkamura.or.jp/nyuto/activity/

2 10/5(金)
第５回　秋田駒ヶ岳自然観察会
(チングルマの紅葉)

休暇村乳頭温泉郷
秋田県仙北市
秋田駒ヶ岳

十和田八幡平国立公園
秋田駒ヶ岳の自然歩道を歩きながら、自然観察会を行い
ます。

○ 一般 有料（保険代）
休暇村乳頭温泉郷
TEL:0187-46-2244

https://www.qkamura.or.jp/nyuto/activity/

1
8/21(火)～10/31(水)

の毎日
博物園ブナの森ガイド 山形県立自然博物園

山形県西川町
山形県立自然博物園

磐梯朝日国立公園
自然解説員の解説を聞きながら、月山の湧水、ブナの原
生林を巡るトレッキング

○ 一般 無料
10名以上の団体の
場合は要事前予約。
詳細はHP参照

山形県立自然博物園
TEL:0237-75-2010

http://gassanbunarin.jp/

2 9/2(日)
第4回トレイルランレースＴＥＮＧ
ＥＮＤＡＩ

株式会社　天元台
山形県米沢市白布温泉
天元台

磐梯朝日国立公園 今後ＨＰに掲載予定 ○ 未定 未定
詳細は今後HPに掲
載予定

http://www.tengendai.jp/green/g-event.html

3 9/9(日)
天元台市民感謝デー＆秋番フェ
スティバル

株式会社　天元台
山形県米沢市白布温泉
天元台

磐梯朝日国立公園 今後ＨＰに掲載予定 ○ 未定 未定
詳細は今後HPに掲
載予定

http://www.tengendai.jp/green/g-event.html

4 9/14(金)・15(土) 月山クリーン登山 月山ビジターセンター
山形県
月山

磐梯朝日国立公園 月山残道のクリーン作戦を行います。 ○ 一般
10,000円

(山小屋宿泊料等含む)
月山ビジターセンター
TEL:0235-62-4321

https://gassan.jp/

5 10/7(日)
平成30年度 森林教室
第４回 森は実りの秋です

(一社)庄内森林保全協会
眺海の森　森林学習展
示館

県民の森 木の実探しの散策　他 ○ 一般 1,000円
創作活動については
問い合わせ

(一社)庄内森林保全協会
TEL:0234-62-3323

http://choukainomori.ec-net.jp

6 11/11(日)
平成30年度 森林教室
第５回 紅葉の森を楽しもう

(一社)庄内森林保全協会
眺海の森　森林学習展
示館

県民の森 紅葉狩りの散策　他 ○ 一般 1,000円
創作活動については
問い合わせ

(一社)庄内森林保全協会
TEL:0234-62-3323

http://choukainomori.ec-net.jp

7 12/2(日)
平成30年度 森林教室
第６回 森はもうすぐホワイトクリ
スマス

(一社)庄内森林保全協会
眺海の森　森林学習展
示館

県民の森 リース作り　他 一般 1,000円
創作活動については
問い合わせ

(一社)庄内森林保全協会
TEL:0234-62-3323

http://choukainomori.ec-net.jp

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
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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/

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/
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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/

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/
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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/

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

千
葉
県



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

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/

東
京
都



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

1 9/9(日) ヘラブナ釣り大会 見附市
新潟県見附市
大平森林公園

釣り愛好家大集合！
4.3haの大平堤で、ヘラブナ釣りを楽しもう！

一般 1,500円
大平森林公園
TEL:0258-62-4217

http://www.sasahara-
con.co.jp/ohhira/ohhira.html

2 10/14(日) 秋の音楽祭 見附市
新潟県見附市
大平森林公園

紅葉色づく自然に抱かれながら、音楽を楽しもう！ 一般
大平森林公園
TEL:0258-62-4217

http://www.sasahara-
con.co.jp/ohhira/ohhira.html

富
山
県

1 9/2(日) ぶな活力度調査
NPO法人立山自然保護
ネットワーク

富山県立山町
（美女平～滝見台）

美女平～滝見台で、ブナなどの活力度調査を自然観察
会を兼ねて行います。

○
一般、

小学４年生以上
無料

NPO法人立山自然保護ネット
ワーク
MAIL:tanc@vega.ocn.ne.jp
FAX：076-434-3891

http://tateyama-mamoru.server-shared.com/

1
8/21(火)～11月(開館
期間中)の土・日・祝

日
中宮ガイドウォーク

石川県白山自然保護セン
ター、
白山自然ガイドボランティ
ア友の会

石川県白山市
石川県白山自然保護セ
ンター中宮展示館

白山国立公園
白山自然ガイドボランティアや職員が、中宮の自然を案
内します。

○ どなたでも 無料
事前申込不要
ただし20名以上の場
合は要事前連絡

石川県白山自然保護センター中
宮展示館
TEL:076-256-7111

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.h
tml

2
8/21(火)～11月(開館
期間中)の土・日・祝

日
市ノ瀬ガイドウォーク

石川県白山自然保護セン
ター、
白山自然ガイドボランティ
ア友の会

石川県白山市
市ノ瀬ビジターセンター

白山国立公園
白山自然ガイドボランティアや職員が、市ノ瀬の自然を
案内します。

○ どなたでも 無料
事前申込不要
ただし20名以上の場
合は要事前連絡

市ノ瀬ビジターセンター
TEL:076-259-2504

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.h
tml

3 8/21(火)～9/30(日)
スノーケリング教室
「能登の海が教室だ」

のと海洋ふれあいセンター
鳳珠郡能登町越坂
のと海洋ふれあいセン
ター

能登半島国定公園
学校や公民館、ボーイスカウト等の団体を対象として、ス
ノーケリングの基本的な技術や適切な磯生物の観察方
法を解説します。

小学校5年生以上で水を
恐れない方、10名前後
のグループ

2,000円
（別途、高校生以上は

入館料200円）

最大20名程度
スノーケリング器材
一式貸与

のと海洋ふれあいセンター
TEL:0768-74-1919

http://notomarine.jp/index.html

4
8/25(土)PM～

26(日)AM
スノーケリング指導者研修会 のと海洋ふれあいセンター

鳳珠郡能登町越坂
のと海洋ふれあいセン
ター

能登半島国定公園

のと海洋ふれあいセンター等で開催する、スノーケリング
事業における指導者の養成プログラムです。
スノーケリングの技術指導方法はもちろん、安全管理に
欠かせないＡＥＤを用いた普通救命講習、磯の自然や生
きものに関する講義や実習などを通じて、指導者として
必要な知識や技術などを深めていただきます。

高校生以上でスノーケリ
ングの基礎技術を有す
る方

2,400円

定員20名
午前 9:30～12:00
午後 13:30～16:00
スノーケリング器材
一式貸与

のと海洋ふれあいセンター
TEL:0768-74-1919

http://notomarine.jp/index.html

5 8/26(日) 親子木工品づくり体験 石川県森林公園
石川県森林公園イン
フォメーションセンター

木工について、基本的な技術を学び、簡単な木工品作り
に挑戦します。

〇 小学生以上親子 500円 定員10組
石川県森林公園インフォメーショ
ンセンター
TEL:076-288-6449

http://www.shinrinpark-
ishikawa.jp/event/index.html

6 9/15(土)
ヤドカリ学級
「さかなつりチャレンジ」

のと海洋ふれあいセンター
鳳珠郡能登町越坂
のと海洋ふれあいセン
ター

能登半島国定公園
簡単な仕掛けざおで、魚を釣ろう。
釣れた魚の解説も行います。

どなたでも
（小学校低学年以下は

保護者同伴）

高校生以上200円
(入館料)

13:30～15:30
定員20名程度

のと海洋ふれあいセンター
TEL:0768-74-1919

http://notomarine.jp/index.html

7 9/15(土)
「夕日寺里山ガイド養成講座」
秋の草花を訪ねよう

(公社)いしかわ環境パート
ナーシップ県民会議

夕日寺健民自然園
秋の里山を歩きながら、どんな草花が見られるか、昆虫
や小鳥たちとのつながりを考えてみよう。

夕日寺健民自然園ガイ
ドの養成

(一般参加も可)

3,600円
(300円/回)

10:00～11:30
定員30名

夕日寺健民自然園
TEL:076-251-7554

http://www.yuhidera.jp

8 9/15(土) 原っぱ散策と青空ヨガ教室 橋立自然公園
石川県加賀市橋立自然
公園管理棟

石川県加賀市橋立自然
公園

園路を散策してから、広場にてヨガ教室を行います。
子ども
親子
大人

500円
（小学生以下無料）

人数制限あり
詳細はHP参照

橋立自然公園管理棟
TEL:0761-72-1103

http://kaga-
taikyou.or.jp/KSSA/hashitate.html

9 9/30(日)
「夕日寺里山楽習塾」
里山音楽会

(公社)いしかわ環境パート
ナーシップ県民会議

夕日寺健民自然園
♪あれ、マツムシが鳴いている♪
虫たちの音楽会を解説を交えながら、聞き耳を立ててみ
ませんか。

子ども
親子
大人

無料
15:00～16:30
定員30名
歩きやすい服装

夕日寺健民自然園
TEL:076-251-7554

http://www.yuhidera.jp

神
奈
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10 9/30(日)
白山まるごと体験教室
「白山ろくきのこ教室」

石川県白山自然保護セン
ター

石川県白山市
市ノ瀬ビジターセンター

白山国立公園
市ノ瀬のブナ林などを専門家とともに歩き、様々な場所
に生えるきのこを見つけ、きのこの不思議や役割を学び
ます。

○
小学生以上

（小学生は保護者同伴）
200円

定員：20名
1か月前から参加受
付、定員に達し次第
〆切

石川県白山自然保護センター
TEL:076-255-5321

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.h
tml

11 10/7(日) ネイチャスクール2018秋 (株)岸グリーンサービス
石川県白山市
白山ろくテーマパーク
吉岡園地

落ち葉や枝を使って顔を作ってみたり、森林の中をみん
なで探索して秋の自然を楽しみます。

親子小学生
(保護者同伴)

300円/人
白山ろくテーマパーク公園セン
ター
TEL:076-272-3637

http://hakusanpark.com/

12 10/8(月祝) きのこ観察会２ 石川県森林公園
石川県森林公園イン
フォメーションセンター

専門家指導のもと、森林公園内に発生する菌類の観
察、採集から種の判定とその方法を学びます。

○ 小学生以上 無料 定員40名
石川県森林公園インフォメーショ
ンセンター
TEL:076-288-6449

http://www.shinrinpark-
ishikawa.jp/event/index.html

13 10/13(土)～21(日)
楽しもう！白山麓days
秋の中宮　紅葉ｄａｙｓ

石川県白山自然保護セン
ター、
中宮温泉旅館協同組合

石川県白山市
石川県白山自然保護セ
ンター中宮展示館

白山国立公園
紅葉が始まる秋の蛇谷自然観察路を散策します。
また、毎年好評の秋の木の実を使った工作も行います。

○ どなたでも 無料
事前申込不要
ただし20名以上の場
合は要事前連絡

石川県白山自然保護センター
TEL:076-255-5321

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.h
tml

14 10/20(土)
ヤドカリ学級
「土器で塩をつくってみよう」

のと海洋ふれあいセンター
鳳珠郡能登町越坂
のと海洋ふれあいセン
ター

能登半島国定公園
古代の塩づくりを体験します。
磯観察及び漂着物調べも行います。

どなたでも
（小学校低学年以下は

保護者同伴）

土器１つにつき500円
（別途、高校生以上は
入館料200円）

13:30～15:30
定員20名程度

のと海洋ふれあいセンター
TEL:0768-74-1919

http://notomarine.jp/index.html

15 10/20(土) 木の実ウォーク（自然観察会） 橋立自然公園
石川県加賀市橋立自然
公園管理棟

石川県加賀市橋立自然
公園

園路を散策しながら、木の実集めをします。
子供
親子
大人

無料
人数制限あり
詳細はHP参照

橋立自然公園管理棟
TEL:0761-72-1103

http://kaga-
taikyou.or.jp/KSSA/hashitate.html

16 10/21(日)
ヤドカリ学級
「スノードームをつくってみよう」

のと海洋ふれあいセンター
鳳珠郡能登町越坂
のと海洋ふれあいセン
ター

能登半島国定公園
透明な容器内に雪が降るように見える、スノードーム。
磯で集めた材料を使ってつくります。

どなたでも
（小学校低学年以下は

保護者同伴）

300円
（別途、高校生以上は

入館料200円）

10:00～12:00
定員20名程度

のと海洋ふれあいセンター
TEL:0768-74-1919

http://notomarine.jp/index.html

17 11/10(土) 紅葉ウォーク（自然観察会） 橋立自然公園
石川県加賀市橋立自然
公園管理棟

石川県加賀市橋立自然
公園

野鳥観察や昆虫、植物を観察し自然について学びます。
子供
親子
大人

無料
人数制限あり
詳細はHP参照

橋立自然公園管理棟
TEL:0761-72-1103

http://kaga-
taikyou.or.jp/KSSA/hashitate.html

18 11/18(日)
ヤドカリ学級
「塩鮭をつくってみよう」

のと海洋ふれあいセンター
鳳珠郡能登町越坂
のと海洋ふれあいセン
ター

能登半島国定公園
藻塩を使って塩鮭をつくります。
サケの仲間についても解説します。

どなたでも
（小学校低学年以下は

保護者同伴）

300円
（別途、高校生以上は

入館料200円）

10:00～12:00
定員20名程度

のと海洋ふれあいセンター
TEL:0768-74-1919

http://notomarine.jp/index.html

19 12/１(土) 枯野見ハイキング (株)岸グリーンサービス
石川県白山市
白山ろくテーマパーク
吉岡園地周辺

公園近くの里山に入り、なだらかな尾根（枯野）をのんび
り歩きます。

○
小学校3年生以上

(小学生は保護者同伴)
大人 1,500円

高校生以下 1,000円
なし

白山ろくテーマパーク公園セン
ター
TEL:076-272-3637

http://hakusanpark.com/

20 12/8(土)～9(日)
ヤドカリ学級
「海藻そば体験」

のと海洋ふれあいセンター
鳳珠郡能登町越坂
のと海洋ふれあいセン
ター

能登半島国定公園
乾燥海藻小片を使ってハガキを作ります。
その後、能登少年自然の家に宿泊し、翌日、塩作りとそ
ば打ち体験を行います。

どなたでも
（小学校低学年以下は

保護者同伴）

１泊3食2,210円
（1,910円は能登少年自

然の家の経費）

定員20名程度
12/8(土)13:30～
12/9(日)13:00

のと海洋ふれあいセンター
TEL:0768-74-1919

http://notomarine.jp/index.html

21
12月～4月

(積雪時のみ)
ブナオ山観察舎かんじきハイク

石川県白山自然保護セン
ター

石川県白山市
ブナオ山観察舎

白山国立公園
雪のブナオ山観察舎周辺をかんじきを履いて散策し、動
物の足跡や植物の冬芽などを観察します。

○ どなたでも 無料
事前申込不要
ただし10名以上の場
合は要事前連絡

石川県白山自然保護センターブ
ナオ山観察舎
TEL:076-256-7250

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.h
tml

22 1/4(金)～10(木)
楽しもう！白山麓days冬のブナ
オ　冬休みdays

石川県白山自然保護セン
ター

石川県白山市
石川県白山自然保護セ
ンターブナオ山観察舎

白山国立公園
雪の積もったブナオ山観察舎周辺を散策したり、クラフト
を作ったりします。

○ どなたでも 無料
事前申込不要
ただし10名以上の場
合は要事前連絡

石川県白山自然保護センターブ
ナオ山観察舎
TEL:076-256-7250

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.h
tml

23 2/16(土)～17(日)
白山まるごと体験教室
「白山ろくけものセミナー」

石川県白山自然保護セン
ター・白山ふもと会

石川県白山市
ブナオ山観察舎
白山ふもと会

白山国立公園
野外で雪の上や木に残る動物の痕跡を探します。
白山麓で実際に猟をされている方の話を聞き、昼食には
ジビエ料理を体験します。

○
小学生以上

（小学生は保護者同伴）
大人 4,000円

小中学生 3,000円

定員20名
1か月前から参加受
付、定員に達し次第
〆切

石川県白山自然保護センター
TEL:076-255-5321

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html

24 2/17(日)
ヤドカリ学級
「海藻押し葉をつくろう」

のと海洋ふれあいセンター
鳳珠郡能登町越坂
のと海洋ふれあいセン
ター

能登半島国定公園
磯で採集した海藻を使って海藻押し葉をつくり、後日郵
送します。

どなたでも
（小学校低学年以下は

保護者同伴）

300円
（別途、高校生以上は

入館料200円）

10:00～12:00
定員20名程度

のと海洋ふれあいセンター
TEL:0768-74-1919

http://notomarine.jp/index.html

25 3/10(日)
ヤドカリ学級
「磯の春を感じよう」

のと海洋ふれあいセンター
鳳珠郡能登町越坂
のと海洋ふれあいセン
ター

能登半島国定公園
ナマコ類やウニ類、そして海藻などを観察して、海藻の
試食も行います。

どなたでも
（小学校低学年以下は

保護者同伴）

300円
（別途、高校生以上は

入館料200円）

10:00～12:00
定員20名程度

のと海洋ふれあいセンター
TEL:0768-74-1919

http://notomarine.jp/index.html

1 8/21(火)～10/31(水) 里山警備隊になろう！
越前市エコビレッジ交流セ
ンター

福井県越前市エコビレッ
ジ交流センター

施設周辺の希少種の生息を脅かす、アメリカザリガニを
捕獲しよう！

○ 一般 無料

捕獲数の多い上位3
位まで感謝状と副賞
付き。
参加賞有。

福井県越前市エコビレッジ交流
センター
TEL:0778-28-1123

https://ecovilg.jp

2 8/22(水)
里やまカフェ
「ダンゴムシの不思議あれこれ」

越前市エコビレッジ交流セ
ンター

福井県越前市エコビレッ
ジ交流センター

お茶をしながら、ダンゴムシの不思議について、あれこ
れフリートークしましょう。

○ 一般 無料 詳細はHP参照
福井県越前市エコビレッジ交流
センター
TEL:0778-28-1123

https://ecovilg.jp

1 8/26(日) 国有林野現地見学会 東信森林管理署
長野県東御市
湯の丸高原・池の平湿
原

上信越高原国立公園
国有林内の林野庁伐採現場の見学・及び池の平湿原散
策を行います（ガイド付）。

○ 一般
東御市商工観光課観光係
TEL:0268-64-5895

http://tomikan.jp

2
10/9(火)～10(水)、
10/13(土)～14(日)

紅葉の篭ノ登山ツアー
「～カラマツなどの紅葉を楽しみ
ながら登山しよう～」

(一社)信州とうみ観光協会
長野県東御市
篭ノ登山

上信越高原国立公園
1日目：ネイチャーマイスターによるガイダンス・木工クラ
フト体験
2日目：篭ノ登山　登山（ガイド付き）

○ 一般 16,300円
詳細はHP参照
日帰り参加も可能

(一社)信州とうみ観光協会
TEL：0268-62-7701

1 毎月第2・4土曜日 自然・生き物かんさつ隊

静岡県立森林公園指定管
理者
(一社)フォレメンテあかま
つ

静岡県立森林公園
バードピア浜北

天竜奥三河国定公園 植物や生き物を観察します。 ○ どなたでも
300円

中学生以下100円
当日先着15名

県立森林公園　バードピア浜北
TEL:053-583-0443

http://kenritsu-shinrinkouen.jp/
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2 8/25(土)・27(月) FSC(R)箱型幼児椅子工作

静岡県立森林公園指定管
理者
(一社)フォレメンテあかま
つ

静岡県立森林公園
木工体験館

天竜奥三河国定公園 FSC材を使った、幼児用の椅子を製作します。 ○ 一般 3,000円
要申込
定員各10名

県立森林公園　バードピア浜北
TEL:053-583-0443

http://kenritsu-shinrinkouen.jp/

3 毎月第4日曜日 ワンポイント・ガイド

静岡県立森林公園指定管
理者
(一社)フォレメンテあかま
つ

静岡県立森林公園
バードピア浜北

天竜奥三河国定公園 ボランテイアが植物や生き物を案内します。 ○ どなたでも 100円 当日先着15名
県立森林公園　バードピア浜北
TEL:053-583-0443

http://kenritsu-shinrinkouen.jp/

4 毎月第2日曜日 ネイチャークラフト

静岡県立森林公園指定管
理者
(一社)フォレメンテあかま
つ

静岡県立森林公園
バードピア浜北

天竜奥三河国定公園 ボランティアが自然素材で、工作をお手伝いします。 ○ どなたでも 100円 当日先着30名
県立森林公園　バードピア浜北
TEL:053-583-0443

http://kenritsu-shinrinkouen.jp/

5 9/30(日) キノコ教室 沼津市
市民の森
（沼津市西浦河内）

キノコを採集し、先生から名前や毒の有無など教わりま
す。
また、キノコ菌の打ち込みを行い、持ち帰って各家庭で
栽培を体験することができます。

○ 小学生以上 無料
日程は予定であり、
変更する場合があり
ます。

沼津市緑地公園課
TEL:055-934-4795

http://www.city.numazu.shizuoka/kurasi/shise
tu/shiminnomiri/event/index.html

6 10/7(日)・8(月祝)
木の日記念
「こっぱで親子工作」

静岡県立森林公園指定管
理者
(一社)フォレメンテあかま
つ

静岡県立森林公園
木工体験館

天竜奥三河国定公園 木端を使って、自由に木工作ができます。 ○
園児～小学生と

その保護者
300円/人

要申込
各15組

県立森林公園　バードピア浜北
TEL:053-583-0443

http://kenritsu-shinrinkouen.jp/

7 10/14(日) 秋の金冠山ハイキング 沼津市
市民の森
（沼津市西浦河内）

市民の森を出発し、紅葉が始まった秋の森林を楽しみな
がら、富士山や駿河湾の眺望がすばらしい金冠山の山
頂を目指します。

○ 小学生以上
50円

（保険料）

日程は予定であり、
変更する場合があり
ます。

沼津市緑地公園課
TEL:055-934-4795

http://www.city.numazu.shizuoka/kurasi/shise
tu/shiminnomiri/event/index.html

8 11/4(日) 秋の森たっぷり楽しみ隊

NPOラブ・ネイチャーズ
（指定管理者
(一社)フォレメンテあかま
つ　後援）

静岡県立森林公園
木工体験館

天竜奥三河国定公園 自然観察や工作をします。 ○
園児～小学生と

その保護者
1,500円

（子どものみ）
要申込
20名

県立森林公園　バードピア浜北
TEL:053-583-0443

http://kenritsu-shinrinkouen.jp/

9
12/9(日)
12/15(土)

正月凧を作ろう

浜北凧の会
（指定管理者
(一社)フォレメンテあかま
つ　後援）

静岡県立森林公園
木工体験館

天竜奥三河国定公園 浜北凧を作って揚げます。 ○
園児～小学生と

その保護者
500円

要申込
10組

県立森林公園　バードピア浜北
TEL:053-583-0443

http://kenritsu-shinrinkouen.jp/

10 3/24(日) カブトムシはかせになろう

NPOラブ・ネイチャーズ
（指定管理者
(一社)フォレメンテあかま
つ　後援）

静岡県立森林公園
木工体験館

天竜奥三河国定公園 カブトムシの飼育セットをつくります。 ○
園児～小学生と

その保護者
800円

要申込
20組

県立森林公園　バードピア浜北
TEL:053-583-0443

http://kenritsu-shinrinkouen.jp/

1 8/21(火)～9/2(日) 夏の茶臼山高原まつり (一財)茶臼山高原協会 茶臼山高原
大人気のふれあい動物園をはじめ、カヌー体験やマスつ
かみなど、期間中は様々なイベントがいっぱい！

〇 一般 300円～ 7/14(土)から開催
茶臼山高原
TEL:0536-87-2345

http://www.chausuyama.jp/

2 8/23(木)
藤前干潟ふれあい事業
「ひがたにくるトリ、どんなトリ？」

藤前干潟ふれあい事業実
行委員会

愛知県名古屋市
名古屋市野鳥観察館、
稲永ビジターセンター

楽しいトリのお話と実際に観察をした後に、トリのミニ模
型の色塗りをしましょう。

小学1～3年生
（保護者同伴）

無料
20名
（応募者多数の場合
は抽選）

名古屋自然保護官事務所
TEL:052-389-2877

http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000
067134.html

3 8/26(日) 水辺の生きもの調査隊！
(一財)公園財団大野極楽
寺公園管理事務所

愛知県一宮市 大野極楽寺公園 野鳥の池の水を抜き、生息する生き物を観察します。 無 中学生以下と保護者
100円

（保険料）
先着20名

大野極楽寺公園管理事務所
TEL:0586-51-3015

http://www.ohnogokurakujikouen.jp/

4 毎月第1回土曜日 兒の森定期観察会 小牧市自然環境観察人 愛知県小牧市兒の森
自然豊かな森林を散策しながら、様々な動植物を観察・
調査します。

○ 一般 無料 詳細はHP参照
小牧市環境対策課
TEL:0568-76-1145

http://www.city.komaki.aichi.jp/kankyo/hozen
/011970.html

5 9/8(土) 布土川の生き物観察
美浜町・知多自然観察会
共催

愛知県知多郡美浜町布
土地内　布土川

南知多県立自然公園
カワムツ・ウナギ・ヨシノボリなど、何が生息しているのか
観察してみよう。

一般
（小学生以下は保護者

同伴）

50円
(保険代)

タモ・バケツ・長靴持
参（サンダル不可）

美浜町役場 環境課
TEL:0569-82-1111

知多自然観察会HP
http://chitakan.com/

6 9/9(日) 秋冬野菜の植付と里山整備 美浜里山クラブ
愛知県知多郡美浜町野
間字内扇地内「義朝の
森」

南知多県立自然公園 野菜の植え付け、下草刈り、散策路整備を行います。 ○
一般

（小学生以下は保護者
同伴）

大人 300円
小学生 200円
（保険代等）

弁当持参
竹内
TEL:090-9943-6142

美浜里山クラブHP
http://mhmsatoyama.web.fc2.com/

7 9/15(土) 星空観察会
奥三河の星空の魅力を伝
える会

休暇村茶臼山高原
月イチで星のソムリエの解説を聞きながら、愛知県一の
星空を楽しみましょう。
季節の星座・惑星を望遠鏡で観察します。

一般 無料
休暇村茶臼山高原
TEL:0536-85-2334

https://www.qkamura.or.jp/chausu/activity/

8 10/6(土)
自然観察会
「田んぼの生き物」

稲沢市 愛知県　稲沢市 田んぼの生き物を観察します。
市内の小学生と

その保護者
無料

要申込
先着15組

稲沢市 環境保全課
TEL:0587-36-3710

http://www.city.inazawa.aichi.jp/ka_annai/kank
yohozen/kankyogakushu/chirashi02.pdf

9 10/14(日)
炭焼き準備
「もぎたて畑」野菜の植付

美浜里山クラブ
愛知県知多郡美浜町野
間字内扇地内「義朝の
森」

南知多県立自然公園 竹または雑木の切出し、野菜の植え付けを行います。 ○
一般

（小学生以下は保護者
同伴）

大人 300円
小学生 200円
（保険代等）

弁当持参
吉田
TEL:090-3453-1562

美浜里山クラブHP
http://mhmsatoyama.web.fc2.com/

10 10/27(土)
自然観察会
「田んぼで稲刈り体験」

稲沢市 愛知県　稲沢市 田んぼで稲刈り体験をします。
市内の小学生と

その保護者
無料

要申込
先着20組

稲沢市 環境保全課
TEL:0587-36-3710

http://www.city.inazawa.aichi.jp/ka_annai/kank
yohozen/kankyogakushu/chirashi02.pdf
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11 11/10(土)
炭焼き火入れ
夜の自然観察

美浜里山クラブ
愛知県知多郡美浜町野
間字内扇地内「義朝の
森」

南知多県立自然公園
前月切出したものを炭焼き窯へ詰め、火入れを行いま
す。
夜の自然観察では、秋のホタルを探そう。

○
一般

（小学生以下は保護者
同伴）

●昼のみ参加
　大人300円
    小学生200円
    （保険代等）
●宿泊参加者
　大人1,000円
　小学生600円
   （保険代・食材費）

昼は弁当持参
宿泊希望者は事前
申込必要

神野
TEL:080-5169-3964

美浜里山クラブHP
http://mhmsatoyama.web.fc2.com/

12 12/9（日）
冬鳥を探しながら初冬の里山を
歩く

美浜里山クラブ
愛知県知多郡美浜町野
間字内扇地内「義朝の
森」

南知多県立自然公園
義朝の森周辺の冬鳥や山の幸を探すハイキングや、クリ
スマスリースと門松作り講習をします。

○
一般

（小学生以下は保護者
同伴）

大人 300円
小学生 200円
（保険代等）

弁当持参
竹内
TEL:090-9943-6142

美浜里山クラブHP
http://mhmsatoyama.web.fc2.com/

13 1/13(日) 初詣で里山ハイキング 美浜里山クラブ
愛知県知多郡美浜町野
間字内扇地内「義朝の
森」

南知多県立自然公園
秋葉神社までハイキングをし、七草粥とぜんざいで新年
を祝います。

○
一般

（小学生以下は保護者
同伴）

大人 300円
小学生 200円
（保険代等）

百合草
TEL:0569-82-2354

美浜里山クラブHP
http://mhmsatoyama.web.fc2.com/

14 2/10(日)
里山竹林整備
「もぎたて畑」春の準備

美浜里山クラブ
愛知県知多郡美浜町野
間字内扇地内「義朝の
森」

南知多県立自然公園
もぎたて畑の春の準備。
シイタケ・ヒラタケの菌打ちをします。

○
一般

（小学生以下は保護者
同伴）

大人 300円
小学生 200円
（保険代等）

弁当持参
神野
TEL:080-5169-3964

美浜里山クラブHP
http://mhmsatoyama.web.fc2.com/

15 3/10(日)
里山竹林整備
春野菜の種まき・年度反省会

美浜里山クラブ
愛知県知多郡美浜町野
間字内扇地内「義朝の
森」

南知多県立自然公園
春野菜の種まき、竹の子探し堀り、今年の活動の反省を
行います。

○
一般

（小学生以下は保護者
同伴）

大人 300円
小学生 200円
（保険代等）

弁当持参
西浦
TEL:090-9896-9717

美浜里山クラブHP
http://mhmsatoyama.web.fc2.com/

1
8/21(火)～
10/14(日)

第5回みえの森フォトコンテスト 三重県
「三重の森林」をテーマに写真を募集。
カメラを持って森へ行こう！メールで応募受付中です。

○
県内在住・在学の

18歳以下
無料

詳細はHP参照
6/4(月)から開催

みえ森づくりサポートセンター
http://www.zc.ztv.ne.jp/miemori/photocon5.ht
ml

2 8/25(土) 横輪川の生き物観察会
伊勢志摩国立公園自然ふ
れあい推進協議会

みどり保育園前
（伊勢市矢持町）

伊勢志摩国立公園
神宮林を水源に持つ清流：横輪川で、きれいな川に住む
たくさんの生き物を探しに行こう！

○ 小学生以上 200円 雨天中止
横山ビジターセンター
TEL:0599-44-0567

http://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/

3 毎月第2日曜日 横山展望台ガイド
伊勢志摩国立公園パーク
ボランティア連絡会

横山展望台
（志摩市阿児町鵜方）

伊勢志摩国立公園
伊勢志摩国立公園パークボランティアによる無料ガイド
を実施しています。
展望台から見える景色や花などの解説を行います 。

○ 一般 無料
天候による予定変更
あり

志摩自然保護官事務所
TEL:0599-43-2210

なし

4 9/29(土)
大台ヶ原・大杉谷の森林再生応
援団

三重森林管理署・近畿地
方環境事務所共催

奈良県吉野郡上北山村
大台ヶ原

吉野熊野国立公園
ボランティアを募り、トウヒやウラジロモミなどの母樹と稚
樹を守る作業を行います。

○ 小学4年生以上
有料

（保険代）

雨天決行
弁当、水筒、雨具必
須

三重森林管理署
TEL:0598-82-0069

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/

三
重
県

滋
賀
県



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

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

京
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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/

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

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/

和
歌
山
県

兵
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県

奈
良
県



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/

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

島
根
県

山
口
県

広
島
県



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/

1 8/26(日) 干潟の生き物調べ
世界文化遺産「三池港」と
有明海を学ぶ会

福岡県大牟田市
旧三池海水浴場

旧三池海水浴場での干潟の自然観察会を行います。 どなたでも 100円
大牟田市環境企画課
TEL:0944-41-2738

2 8/26(日)
ドキドキ★鍾乳洞探検
～不動洞の巻～

福岡県平尾台自然観察セ
ンター

福岡県北九州市小倉南
区
平尾台

北九州国定公園
観光化されていない、自然の鍾乳洞を探検するケイビン
グ体験をします。

小学4年生以上
小中学生 500円

高校生以上 1,500円
要申込
詳細はHP参照

平尾台自然観察センター
TEL:093-453-3737

http://www.hiraodai.jp

3 9/9(日) 初秋の野草観察会
福岡県平尾台自然観察セ
ンター

福岡県北九州市小倉南
区
平尾台

北九州国定公園 キセワタなどの、初秋の野草を観察します。 ○ 小学生以上 無料
要申込
詳細はHP参照

平尾台自然観察センター
TEL:093-453-3737

http://www.hiraodai.jp

4 9/23(日祝)
ドキドキ★鍾乳洞探検
～目白洞の巻～

福岡県平尾台自然観察セ
ンター

福岡県北九州市小倉南
区
平尾台

北九州国定公園
観光化されていない、自然の鍾乳洞を探検するケイビン
グ体験をします。

小学4年生以上
小中学生 500円

高校生以上 1,500円
要申込
詳細はHP参照

平尾台自然観察センター
TEL:093-453-3737

http://www.hiraodai.jp

5 9/29(土) 貫山展望登山
福岡県平尾台自然観察セ
ンター

福岡県北九州市小倉南
区
平尾台

北九州国定公園 貫山（企救富士）までの景観を楽しむ登山です。 ○ 小学生以上 無料
要申込
詳細はHP参照

平尾台自然観察センター
TEL:093-453-3737

http://www.hiraodai.jp

6 10/7(日) ススキ観賞登山
福岡県平尾台自然観察セ
ンター

福岡県北九州市小倉南
区
平尾台

北九州国定公園
平尾台のススキを観賞しながら、四方台までの山登りを
楽しみます。

○ 小学生以上 無料
要申込
詳細はHP参照

平尾台自然観察センター
TEL:093-453-3737

http://www.hiraodai.jp

佐
賀
県

1 10/6(土) 合同美化活動 多久美化クラブ 聖廟周辺 どなたでも 無料

長
崎
県

1 8/21(火)～31(金) 九十九島なんでもクイズ
九十九島ビジターセンター
（環境省請負）

長崎県佐世保市鹿子前
町
九十九島ビジターセン
ター

西海国立公園
ビジターセンター館内やパールシー周辺を自分たちで散
策し、九十九島に関するクイズを解いていきます。

一般 無料
館内分は雨天決行
7/14(土)から開催

九十九島ビジターセンター
TEL:0956-28-7919
MAIL:tyousa@kujukushima-
visitorcenter. jp

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

1 8/25(土) ハクセンシオマネキの観察会

天草ビジターセンター、
熊本大学水循環・減災研
究教育センター合津マリン
ステーション

熊本県上天草市松島町
永浦干潟

雲仙天草国立公園
ハクセンシオマネキを観察しながら、自然とのふれあい
を楽しみ、自然の雄大さや大切さを学びます。

どなたでも
（小学3年生以下は保護

者同伴

500円
3歳以下 150円

要申込
先着50名

天草ビジターセンター
TEL:0969－56－3665

香
川
県

愛
媛
県

福
岡
県



2 9/1(土) ウミホタルの観察会

天草ビジターセンター、
熊本大学水循環・減災研
究教育センター合津マリン
ステーション

上天草市松島町
樋合海水浴場

雲仙天草国立公園
「ウミホタル」を観察し、実際に触れることにより、自然の
不思議さ、偉大さなどを感じます。

どなたでも
（小学3年生以下は保護

者同伴

500円
3歳以下 150円

要申込
先着100名

天草ビジターセンター
TEL:0969－56－3665

3 9/23(日祝） 「山ヨーガｉｎせんだん轟」 八代市・泉町観光協会
熊本県八代市
せんだん轟

九州中央山地国定公園
日本の滝百選に認定されている「せんだん轟」を前に、
ヨーガを行い、泉町五家荘を五感で満喫します。

○
一般

（年齢・性別問わず）
2,000円

要申込
先着20名

八代市役所泉支所地域振興課
TEL:0965-67-2111

1 8/21(火)～3/31(日) ネイチャーゲーム 鹿児島市
鹿児島県鹿児島市
観光農業公園

自然の中で五感を活用して、楽しく自然とのつながりを
実感できるゲームを行います。

小学生以上 100円
開催日等詳細はHP
参照
通年開催

グリーンファーム（観光農業公
園）
TEL:099-345-3337

http://kankonogyo-park.jp/

2 8/21(火)～3/31(日) 牧神山ハイキング 鹿児島市
鹿児島県鹿児島市
観光農業公園

園内の牧神山（まきがみやま）までの遊歩道を、ガイド付
きで散策します。

○ 小学生以上 200円
開催日等詳細はHP
参照
通年開催

グリーンファーム（観光農業公
園）
TEL:099-345-3337

http://kankonogyo-park.jp/

3 8/21(火)～3/31(日) 森の時計屋さん 鹿児島市
鹿児島県鹿児島市
観光農業公園

どんぐりや枝など、自然の素材を使って、時計を作りま
す。

どなたでも 1,500円
開催日等詳細はHP
参照
通年開催

グリーンファーム（観光農業公
園）
TEL:099-345-3337

http://kankonogyo-park.jp/

4 8/22（水）～25(土) チャレンジ南薩探検隊 南薩少年自然の家
鹿児島県南さつま市
県立南薩少年自然の家

　
サイクリング、開聞岳登山、鰻池見学、野外炊飯、テント
設営、自顕流体験等を行います。

○ 小学5年生～中学生 8,800円
詳細はHP参照
要申込
定員30名

南薩少年自然の家
TEL:0993-77-2500

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/nansatsu/
index.html

5 8/25(土) 植物標本名付け会 大隅広域公園 鹿児島県鹿屋市
夏休み期間に採取した植物の中で、植物名の判らない
ものについて、お答えします。

どなたでも 無料
大隅広域公園管理事務所
TEL:0994-58-5197

http://www.synapse.ne.jp/hokusatu/

6 8/25(土)～26(日) チャレンジキャンプ夏 奄美少年自然の家
鹿児島県奄美市
県立奄美少年自然の家

キャンプ生活、海洋・海浜活動（カヌー・熱帯魚ウオッチン
グ・海遊び）、キャンプファイヤー等を行います。

小学4年生～中学生 2,000円
詳細はHP参照
要申込
定員48名

奄美少年自然の家
TEL:0997-53-1032

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/amami/in
dex.html

7 8/26(日) 串良川源流探検
鹿児島・宮崎体験の風を
おこそう実行委員会

鹿児島大学演習林内
串良川上流に向かって登り、川の源流を探検し、水の循
環、山の自然環境、防災等を学ぶ、たかくまに自然を知
るイベントです。

○
親子

（小学４年生以上）
800円/人

長袖長ズボン着用
運動靴（大人用沢靴
は貸し出します。子
用沢靴はありません
ので、履き替え用の
靴がえ必要。
半そで半ズボンでの
参加はできません。

鹿児島県アジア・太平洋農村研
修センター
TEL:0994-45-3288

http://kapic.jp

8 8/26(日) コスモスの種まき 金山地区公民館 鹿児島県枕崎市
自分で蒔いたコスモスの種が、秋にはきれいな花を咲か
せるのが楽しみです。

小学生
中学生
高齢者

無料 16:00～17:00
金山地区公民館
TEL::0993-72-9690

9 9/2(日) 水生昆虫採取教室
鹿児島・宮崎体験の風を
おこそう実行委員会

鹿児島県アジア・太平
洋農村研修センター周
辺

大隅半島の自然環境の中で、水生昆虫採集の学習を体
験するとともに、鹿児島の昆虫博士と呼ばれている講師
より水生昆虫の生態を学びます。

親子
（小学3年生以上）

未定
13:00～15:30
定員各30名

鹿児島県立博物館
TEL:099-223-6050

http://kapic.jp

10 9/24(月) きりしま十五夜観望会
霧島自然ふれあいセン
ター

鹿児島県霧島市
県立霧島自然ふれあい
センター

中秋の名月や季節を代表する星座の観望をとおして，家
族･グループ間のふれあいを深めます。

家族・成人グループ 無料 詳細はHP参照
霧島自然ふれあいセンター
TEL:0995-78-2815

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/kirishima/
index.html

11 10/6(土)～7(日)
きりしま秋の
ファミリーキャンプ

霧島自然ふれあいセン
ター

鹿児島県霧島市
県立霧島自然ふれあい
センター及び周辺

霧島の秋の自然を堪能し、家族・成人グループのふれあ
いを深めます。

○ 家族・成人グループ 未定 詳細はHP参照
霧島自然ふれあいセンター
TEL:0995-78-2815

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/kirishima/
index.html

12 10/20(土)
科学教室
「縄文の森のどんぐりを調べよ
う」

鹿児島県立博物館
鹿児島県
上野原縄文の森

上野原縄文の森には、どんぐりがいっぱい。
どんぐりを集めて、やじろべえや動物作りに挑戦しよう。

一般 無料
要事前申込
詳細はHP参照

鹿児島県立博物館
TEL:099-223-6050

http://www.pref.kagoshima.jp/hakubutsukan/

13 10/27(土)～28(日) 霧島山楽隊 紅葉編
霧島自然ふれあいセン
ター

鹿児島県霧島市
県立霧島自然ふれあい
センター、
白銀坂

霧島山系の登山を通して、登山の楽しさや自然の美しさ
を満喫します。

○ 一般 未定 詳細はHP参照
霧島自然ふれあいセンター
TEL:0995-78-2815

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/kirishima/
index.html

14 10/28(日)
なんさつファミリー
秋体験

南薩少年自然の家
鹿児島県南さつま市
県立南薩少年自然の家

家族でのサイクリングやビーチコーミング、野外調理等
の活動を通して、 南薩の秋の自然に親しむ活動です。

家族 未定
詳細はHP参照
要申込
定員15家族45名

南薩少年自然の家
TEL:0993-77-2500

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/nansatsu/
index.html

15 11/3(土祝)
科学教室
「秋の霧島ハイキング」

鹿児島県立博物館
鹿児島県霧島市
えびの高原周辺
（変更の可能性あり）

霧島錦江湾国立公園
紅葉の季節に、えびの高原周辺を散策します。
秋の草花や、周辺の地質を観察してみましょう。

○ 一般 50円
要事前申込
詳細はHP参照

鹿児島県立博物館
TEL:099-223-6050

http://www.pref.kagoshima.jp/hakubutsukan/

16 11/10(土)
霧島さわやか
トレッキング　秋編

霧島自然ふれあいセン
ター

鹿児島県霧島市
県立霧島自然ふれあい
センター、
龍門司坂

龍門司坂トレッキングを通して、歩く楽しさや自然の美し
さを満喫します。

○ 一般
100円

（保険料）
詳細はHP参照

霧島自然ふれあいセンター
TEL:0995-78-2815

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/kirishima/
index.html

17 11/18(日)
科学教室
「アサギマダラ大作戦」

鹿児島県立博物館
鹿児島県
指宿市開聞岳

海を越えて旅をする、アサギマダラの羽にしるしをつけ
て、飛ばします。
どこへ飛んで行くのかな。

一般 50円
要事前申込
詳細はHP参照

鹿児島県立博物館
TEL:099-223-6050

http://www.pref.kagoshima.jp/hakubutsukan/

18 12/15(土)
きりしま星空観望会
「ふたご座流星群」

霧島自然ふれあいセン
ター

鹿児島県霧島市
県立霧島自然ふれあい
センター

ふたご座流星群や季節を代表する星座の観望を通し
て、星や月等の天体を観測します。

家族・成人グループ 無料 詳細はHP参照
霧島自然ふれあいセンター
TEL:0995-78-2815

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/kirishima/
index.html

熊
本
県

鹿
児
島
県



19 12/22(土)～24(月振)
チャレンジ霧島
 in Winter

霧島自然ふれあいセン
ター

鹿児島県霧島市
県立霧島自然ふれあい
センター、
八重山

極寒の冬山登山を通して、心身の強さや思いやり、生命
や自然を大切にする心を育成します。

○ 小学5年生～中学生 未定 詳細はHP参照
霧島自然ふれあいセンター
TEL:0995-78-2815

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/kirishima/
index.html

20 1/19(土)～20(日)
霧島山中独り寝体験
ステップⅠ

霧島自然ふれあいセン
ター

鹿児島県霧島市
県立霧島自然ふれあい
センター及び周辺

栗野岳麓での独り寝体験を通して、自らを深く見つめ、
困難に打ち勝つたくましい心を育みます。

○ 小学5年生～中学生 未定 詳細はHP参照
霧島自然ふれあいセンター
TEL:0995-78-2815

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/kirishima/
index.html

21 1/26(土)～27(日)
霧島山中独り寝体験
ステップⅡ

霧島自然ふれあいセン
ター

鹿児島県立霧島市
県立霧島自然ふれあい
センター、
栗野岳

霧島錦江湾国立公園
栗野岳麓での独り寝体験を通して、自らを深く見つめ、
困難に打ち勝つたくましい心を育みます。

○ 小学5年生～中学生 未定 詳細はHP参照
霧島自然ふれあいセンター
TEL:0995-78-2815

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/kirishima/
index.html

22 1/26(土)
鹿南少わくわくホリデー5
「クロツラヘラサギを探そう」

南薩少年自然の家
鹿児島県南さつま市
県立南薩少年自然の家

絶滅危惧種のクロツラヘラサギを含む、多種類の渡り鳥
や水辺の野鳥の観察を行います。

家族 未定
詳細はHP参照
要申込
定員15家族45名

南薩少年自然の家
TEL:0993-77-2500

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/nansatsu/
index.html

23 2/2(土)～3(日) 霧島山楽隊 樹氷編
霧島自然ふれあいセン
ター

鹿児島県霧島市
県立霧島自然ふれあい
センター、
白鳥山

霧島錦江湾国立公園
白鳥山の登山を通して、登山の楽しさや自然の美しさを
満喫します。

○ 一般 未定 詳細はHP参照
霧島自然ふれあいセンター
TEL:0995-78-2815

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/kirishima/
index.html

24 2月下旬 虫寄せの術（早春編）
鹿児島県アジア・太平洋農
村研修センター

鹿児島県アジア・太平
洋農村研修センター周
辺

自然環境の中でクワガタの幼虫を探し、育てる体験で
す。
倒木・朽木も生態系の役割をもっていることを学びます。

○
親子

（小学1年生以上）
未定

13:00～16:30
定員各20名
（HP準備は12月頃）

鹿児島県アジア・太平洋農村研
修センター
TEL:0994-45-3288

http://kapic.jp

25 3/2(土)～3(日)
きりしま早春の
ファミリーキャンプ

霧島自然ふれあいセン
ター

鹿児島県立霧島市
県立霧島自然ふれあい
センター及びその周辺

霧島の春の自然を堪能し、家族・成人グループのふれあ
いを深めます。

○ 家族・成人グループ 未定 詳細はHP参照
霧島自然ふれあいセンター
TEL:0995-78-2815

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/kirishima/
index.html

26 3/9(土)
霧島さわやか
トレッキング　早春編

霧島自然ふれあいセン
ター

高千穂峰 霧島錦江湾国立公園
早春の霧島山系トレッキングを通して、歩く楽しさや自然
の美しさを満喫します。

○ 一般
100円

（保険料）
詳細はHP参照

霧島自然ふれあいセンター
TEL:0995-78-2815

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/kirishima/
index.html

27 3/24(日)
科学教室
「古道でお花見トレッキング」

鹿児島県立博物館
鹿児島県
姶良市白銀坂

山桜やスミレなど、春の花や地質を見ながら石畳の古
道、白銀坂を歩いてみましょう。

一般 50円
要事前申込
詳細はHP参照

鹿児島県立博物館
TEL:099-223-6050

http://www.pref.kagoshima.jp/hakubutsukan/

1 9月
大野山林
夜の散策

宮古青少年の家
宮古青少年の家
（大野山林）

大野山林の夜に活動する生き物の観察をとおして、地元
宮古島の自然に親しみます。

親子
一般

有料 要申込
宮古青少年の家
TEL:0980-72-8883

http：//www.miyako-banzu.com/miyako/

2 9/9(日) 石川岳登山を楽しむ 石川青少年の家 石川青少年の家 動植物を愛でながら、登山を楽しみます。 ○ 個人、家族 800円
定員15組
キャンセル料あり

石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://www.unai-sc.net

3 9/16(日) 森の中の夕涼みコンサート 沖縄県立玉城青少年の家
沖縄県立玉城青少年の
家

自然環境に恵まれた玉城の森に地域活動サークルが集
い、社会教育、生涯教育を図ります。

どなたでも 無料
玉城青少年の家
TEL:098-948-1513

http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp

4 9/30(日) カヌー＆自然体験 石垣青少年の家 名蔵アンパル
西表石垣国立公園(特別
地域）

ラムサール条約に指定されたアンパルの湿地を、カヌー
活動を通して湿地の大切さを学びます。
足を踏み入れることのない湿地を、カヌーを通して探検し
ます。

○ 児童・生徒一般 150円
石垣青少年の家(平良)
TEL:0980-82-7301
MAIL:ishigaki-yh@beach.ocn.ne.jp

http://ishigakiseishounennoie.com/

5 9/30(日) ノルディックウォーキング講座② 名護青少年の家 名護岳
トレッキンク◌゙及ひ◌゙ノルテ◌゙ィックウォーキンク◌゙を通して、
健康増進の一助を図るとともに、名護岳周辺の草花等を
楽しみます。

○ 中学生以上 600円/人
名護青少年の家
TEL:0980-52-2076

https://www.opnyc.jp/イベント詳細/

6 10/13(土) ナイト登山 石川青少年の家 石川青少年の家
夜の登山体験を通して、フレッシュな気分を味わい、夜
景を堪能します。

○ 中学生以上 500円
定員20名
キャンセル料あり

石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://www.unai-sc.net

7 10/20(土)～21(日)
秋のファミリーキャンプ
「親子でハーリー体験をしよう」

沖縄県立玉城青少年の家
沖縄県立玉城青少年の
家
奥武島海岸

キャンプ活動を通して家族の絆を深め、地域の利を生か
したいざり漁を体験し、魚介類を観察します。

家族 未定
玉城青少年の家
TEL:098-948-1513

http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp

8 10/27(土) オープンデー「名護岳登山」 名護青少年の家 名護岳
名護岳の自然観察をしなか◌゙ら、自然環境の保全と登山
コース・ハイキンク◌゙コースの紹介を行います。

○ 一般 600円/人
名護青少年の家
TEL:0980-52-2076

https://www.opnyc.jp/イベント詳細/

9 10/27(土) ナイトウォーキング 石垣青少年の家 前勢岳林道 バンナ公園
自然豊かな前勢岳の夜の林道を散策しながら、鳥の声、
虫の音等の夜の自然を観察します。
夜の生き物の活動の変化を観察します。

○ 児童・生徒一般 150円
石垣青少年の家(平良)
TEL:0980-82-7301
MAIL:ishigaki-yh@beach.ocn.ne.jp

http://ishigakiseishounennoie.com/

10 10月下旬 さつまいも収穫祭 沖縄県立玉城青少年の家

沖縄県南城市知念字山
里
ふれあい農園
玉城青少年の家

芋の収穫を体験するとともに、芋料理を作ることで園児
の食育に役立てます。

保育園児 500円
玉城青少年の家
TEL:098-948-1513

http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp

11 11/2(金) 秋の星空観察会
沖縄県立玉城青少年の家
沖縄県教育委員会

沖縄県立玉城青少年の
家

秋の星空観察と天体望遠鏡による惑星の観察会を行い
ます。

家族
成人

100円
玉城青少年の家
TEL:098-948-1513

http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp

12 11月上旬 じゃがいも植付け体験 沖縄県立玉城青少年の家
沖縄県南城市知念
字山里
ふれあい農園

じゃがいもの植付を体験させるとともに、伝来と育て方を
学び、園児の情操教育に役立てます。

保育園児 500円
玉城青少年の家
TEL:098-948-1513

http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp

13 11/10(土) 鳴き声さきセッションⅡ 石垣青少年の家
石垣青少年の家キャン
プ場

前勢岳ふもと

昼間から夕暮れ時にかけての、生物の活動の様子を調
査し、生物多様性を肌で感じます。
自然の発する音に耳をそばだて、自然界の感動を味わ
います。

○ 児童・生徒一般 150円
石垣青少年の家(平良)
TEL:0980-82-7301
MAIL:ishigaki-yh@beach.ocn.ne.jp

http://ishigakiseishounennoie.com/

14 11/18(日)
健康ウォークでスージグヮー巡
り

沖縄県立玉城青少年の家
沖縄県南城市
玉城青少年の家周辺

当所の近隣にある名所・史跡を歩いて、学ぶ機会としま
す。

○
家族
成人

200円
玉城青少年の家
TEL:098-948-1513

http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp

沖
縄
県



15 11/24(土)～25(日) ファミリーキャンプパートⅡ
(学)KBC学園沖縄県立糸
満青少年の家

（学）KBC学園沖縄県立
糸満青少年の家

親子がキャンプを通して、自然の中での楽しさを知り、家
庭や地域で意欲を持った人材の育成を図ります。

親子
大人 2,500円
子供 2,000円

糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman

16 12/15(土) 星空観察会 石川青少年の家 石川青少年の家 澄み切った星空で、好きな星座を見つけよう。 個人、家族 500円
定員15組
キャンセル料あり

石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://www.unai-sc.net

17 12/15(土)～16(日) ファミリーキャンプパートⅢ
(学)KBC学園沖縄県立糸
満青少年の家

（学）KBC学園沖縄県立
糸満青少年の家

親子がキャンプを通して、自然の中での楽しさを知り、家
庭や地域で意欲を持った人材の育成を図ります。

親子
大人 2,500円
子供 2,000円

糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman

18 1/5(土) 星空観察Ⅳ～冬の星空編
(学)KBC学園沖縄県立糸
満青少年の家

（学）KBC学園沖縄県立
糸満青少年の家

冬の夜空に輝く星座を観察し、宇宙への好奇心と探求心
を養います。

親子 300円
糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman

19 1/6(日)
登山シリーズⅡ
おもと岳登山

石垣青少年の家 おもと岳
新年の決意をこめて、今年一年を力強く乗り切る体力と
精神力を養います。
沖縄一高い山に登って、新年の決意を新たにします。

○ 150円
石垣青少年の家(平良)
TEL:0980-82-7301
MAIL:ishigaki-yh@beach.ocn.ne.jp

ishigaki-yh@beach.ocn.ne.jp

20 1/26(土)～27(日)
冬のファミリーキャンプ
「親子でもちつきを楽しもう」

沖縄県立玉城青少年の家
沖縄県教育委員会

沖縄県立玉城青少年の
家

活動を通し楽しさを体験し、諸活動を通して家族で力を
合わせ、取り組む喜びを味わい絆を深めます。

○ 家族 未定
玉城青少年の家
TEL:098-948-1513

http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp

21 2/1(金) 冬の星空観察会
沖縄県立玉城青少年の家
沖縄県教育委員会

沖縄県立玉城青少年の
家

冬の星空観察と天体望遠鏡による、惑星の観察会で
す。

家族
成人

100円
玉城青少年の家
TEL:098-948-1513

http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp

22 2/9(土) ウージしぼりと黒糖作り
沖縄県立玉城青少年の家
沖縄県体験の風をおこそう
運動推進協議会

沖縄県立玉城青少年の
家

サトウキビから黒糖を作ることを通して、身近な地域の産
業に対する興味関心を高め、絆を深めます。

家族
成人

未定
玉城青少年の家
TEL:098-948-1513

http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp

23 3月上旬 じゃがいも収穫祭 沖縄県立玉城青少年の家

沖縄県南城市知念字山
里
ふれあい農園
玉城青少年の家

じゃがいもの収穫を体験するとともに、じゃがいも料理を
作ることで、園児の食育に役立てまする。

保育園児 500円
玉城青少年の家
TEL:098-948-1513

http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp

24 3/10(日) 玉城青少年の家オープンデー
沖縄県立玉城青少年の家
沖縄県教育委員会

沖縄県立玉城青少年の
家

施設を開放し、広く青少年教育施設についての理解、利
用促進を図っていきます。

○ どなたでも 無料
玉城青少年の家
TEL:098-948-1513

http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp
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