
平成31年(2019年)度「みどりの月間の集い」実施行事一覧(4/15～5/14）

都道
府県 期日

行事名
主催者 開催場所　　　　　　　　

行事概要
（４０字程度で簡潔に） 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

新
潟
県

1
4/20(土)～
5/6(月振)

ミズバショウ解説活動
妙高高原自然保護官事務
所

新潟県妙高市
いもり池
(妙高戸隠連山国立公園)

ミズバショウの名所いもり池におい
て、環境省パークボランティアによる
自然解説活動を行います。

一般 無料

申込不要
ミズバショウ開花時期に
より期日変更の可能性あ
り

妙高高原自然保護官事務所
TEL:0255-86-2441

2 4/22(日)
観察会
「春の昆虫を見つけよう」

胎内昆虫の家
(胎内市生涯学習課)

施設と周辺の雑木林

昆虫の家周辺の林で、春の昆虫を観察
します。
雨天時は、ギフチョウの羽化観察で
す。

一般親子
施設入館料のみ
(一般410円、小中学
生260円)

13:30～15:00
歩きやすい服装で

胎内昆虫の家
TEL:254-48-3300

http://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/
kyoiku/bunka-sports/insect/index.html

3 4/29(月祝) 櫛形山脈山開き登山 胎内市商工観光課 櫛形山脈
日本一小さな山脈の山開き登山です。
7:30(予定)から安全祈願祭を行い、終
了後に登山を開始します。

どなたでも 無料
受付：胎内市役所
無料シャトルバスで登山
口まで移動

胎内市商工観光課
TEL:0254-43-6112

胎内市HP
http://www.city.tainai.niigata.jp/

4 5/12(日) 東山市民ハイキング 東山市民ハイキング実行
委員会 新潟県長岡市八方台

荻原健司さんをゲストに招き、ノルデ
ィックウォーク体験やハイキングを行
います。

長岡市民
300円
(保険料)

要事前申込
登山に適した服装・靴

長岡市スポーツ振興課
TEL:0258-32-6117

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/
cate12/sports/hiking.html

富
山
県

1
4/15(月)～
5/14(火)

「立山黒部アルペンルートの自
然」写真展

富山県ナチュラリスト協
会 富山空港ターミナルビル

ナチュラリストが撮った、立山黒部ア
ルペンルートの自然を紹介する写真展
を開催します。

一般 無料 詳細はHP参照
5/31(金)まで開催

富山県ナチュラリスト協会
TEL:076-491-2540

http://www.toyamav.net/~t_n_s1/

2 4/21(日)
五感クイズで里山散歩
「山菜を摘んで天ぷらも作ろう」

ねいの里 ねいの里 動植物の観察と山菜クッキングを楽し
みます。

小学生 100円 定員30名 ねいの里
TEL:076-469-5252

http://www.toyamap.or.jp/shizen/index.html

3 4/29(月祝)
自然観察会
「春の味覚とハンカチノキを探し
て」

太閤山ランド
ガイドボランティア

太閤山ランド
園内一円

園内３㎞の道のりを歩きながら、新緑
を楽しみます。 特になし 無料 定員30名

太閤山ランド
TEL:0766-56-6116

http://www.toyamap.or.jp/taikou-land/

4 5/5(日祝) 早朝バードウォッチング ねいの里 ねいの里 7:00～8:30のバードウォッチングで
す。

一般 無料 定員20名 ねいの里
TEL:076-469-5252

http://www.toyamap.or.jp/shizen/index.html

5 5/12(日) 愛鳥週間 ねいの里 野鳥の園 観察を通して、野鳥の理解を深めま
す。

小学生以上 無料 定員50名
ねいの里
TEL:076-469-5252

http://www.toyamap.or.jp/shizen/index.html

1 4月中旬(日) さくら祭り 柳田植物公園 柳田植物公園駐車場特設会
場

奥能登桜の名所である園内には、4種
類620本の桜のもとステージイベント
を開催します。

どなたでも 無料 柳田植物公園
TEL:0768-76-1680

http://yanagida.main.jp/

2 4/20(土)
土曜日の研究室
「押し花レジンストラップ」 加賀市鴨池観察館 加賀市片野町

鴨池観察館
春の花を急速押し花にして、レジンで
封入します。 どなたでも

300円＋入館料
(高校生以下入館無
料)

受付:9:30～16:00
(11:30～13:00は受付休
止)

鴨池観察館
TEL:0761-72-2200

http://www.kagashi-ss.co.jp/kamoike/

3 4/20(土) 春の里山ハイキング (株)岸グリーンサービス
白山市
白山ろくテーマパーク
吉岡園地～福岡

里山に入り、なだらかな尾根を歩きま
す。
カタクリの花などの春の「妖精」に会
いにいきましょう。

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

白山ろくテーマパーク
公園センター
TEL:076-272-3637

http://hakusanpark.com/

4 4/20(土)
ヤドカリ学級
「磯でヤドカリをつかまえよう」

のと海洋ふれあいセンタ
ー

鳳珠郡能登町字越坂3-47
のと海洋ふれあいセンター

ヤドカリの仲間を採集し、殻交換の様
子も観察します。 どなたでも

無料
高校生以上は入館料
200円

のと海洋ふれあいセンター
TEL:0768-74-1919

http://notomarine.jp/

5
4/20(土)・

21(日)
ファミリーチャレンジ
親子春物語

石川県立鹿島少年自然の
家

鹿島郡中能登町
石川県立鹿島少年自然の家

碁石の山の中へ家族で入って、山菜取
りを楽しもう！

小中学生を含む家
族、グループ 4,000円

定員80名(先着)
要事前申込、電話で受付

石川県立鹿島少年自然の家
tel:0767-77-2200

http://www.ishikawa-shizen.jp/kashima/
top.html

6 4/21(日) 春の花観察会 石川県森林公園
河北郡津幡町
石川県森林公園インフォメ
ーションセンター

春の花･植物を観察します。 小学生以上 無料
定員30名
歩きやすい服装

インフォメーションセンター
tel:076-288-6449

http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/

http://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/kyoiku/bunka-sports/insect/index.html
http://www.toyamav.net/~t_n_s1/
http://www.toyamap.or.jp/shizen/index.html
http://www.toyamap.or.jp/taikou-land/
http://www.toyamap.or.jp/shizen/index.html
http://www.toyamap.or.jp/shizen/index.html
http://yanagida.main.jp/
http://hakusanpark.com/
http://notomarine.jp/
http://www.ishikawa-shizen.jp/kashima/top.html
http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/


石
川
県

7 4/21(日)
緑と桜に親しむ旬間
「植物観察会」

石川県農林総合研究セン
ター林業試験場

白山市三宮町
林業試験場樹木公園

緑と自然に親しみ、森林への理解を深
めることを目的に、植物観察会を開催
します。

一般 無料 定員20名(先着)
要事前申込、電話で受付

林業試験場
TEL:076-272-0673

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

8
4/25(木)～
5/14(火)

世界農業遺産
「のと里山里海写真展」

のと里山里海ミュージア
ム
七尾百景プロジェクト

能登歴史公園センター・レ
クリエーションルーム

能登の自然や祭礼、文化など能登の里
山里海を継承する環境や人々の営み
を、写真で紹介します。

一般 無料 5/31(金)まで開催
のと里山里海ミュージアム　　　
　　　　
TEL:0767‐57‐5100

http://noto-museum.jp

9 4/27(土)
ファミリーチャレンジ
「春の山菜・里菜ツアー！」 石川県立白山青年の家

白山市
石川県立白山青年の家

山菜・里菜とりと野外料理に、家族で
一緒にチャレンジしよう！

小中学生を含む家
族 800円 定員80名(先着)

要事前申込、電話で受付
石川県立白山青年の家
TEL:076-272-3695

http://www.hakusanseinen.jp/

10 4/27(土)
たけのこの会
竹林見学と竹の子堀り

加賀市スポーツ振興事業
団 橋立自然公園 公園内の竹林を散策して、竹の子堀り

の体験をします。

子供
親子
大人

500円
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

11
4/27(土)～
4/28(日)

緑と花のフェスティバル2019
緑と花のフェスティバル
実行委員会 松任グリーンパーク内

身近な暮らしの中で、緑と花に親し
み、潤いと活力あるまちづくりを推進
する事業です。

一般 無料 詳細はHP参照
白山市公園緑地課
TEL:076-274-9560

http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/

12
4/27(土)～

28(日)

ファミリーチャレンジ
エンジョイ家族
春のキャンプ

石川県立白山ろく少年自
然の家

白山市
石川県立白山ろく少年自然
の家

家族でテント泊にチャレンジ！
新緑の春山を散策しよう！

小中学生を含む家
族 3,500円

定員40名(先着)
要事前申込、電話で受付

石川県立白山ろく少年自然の
家
TEL:076-256-7114

http://www.hakusan6.com/

13

4/27(土)～
5/6(月振)、
5/11(土)・

12(日)

カメラで虫撮り2019 加賀市鴨池観察館 加賀市片野町
鴨池観察館

観察館前のたんぼで見つけたいきもの
をカメラで撮ろう。
撮った写真は館内のいきものマップに
はります。

どなたでも
入館料
(高校生以下無料)

受付10:00～16:00
荒天中止
カメラ貸出あり

鴨池観察館
TEL:0761-72-2200

http://www.kagashi-ss.co.jp/kamoike/

14 4/28(日)
歴史探訪
河内庄吉岡の歴史探訪 白山ろく民俗資料館 白山市吉岡

吉岡の境明神と、上洛した佐羅宮の御
輿の通った道を訪ねます。 一般 300円 歩きやすい服装

白山ろく民俗資料館
TEL:076-259-2665

http://www.pref.ishikawa.jp/
hakusanminzoku/

15 4/29(月祝) 第35回県民みどりの祭典 石川県
津幡町鳥越
石川県森林公園
緑化の広場

緑化活動を通じた健全な青少年の育成
や、県民参加の森づくりの推進を目的
とし、功労者の表彰や緑の少年団の交
流等を行います。

一般 無料
石川県森林管理課森林企画G
TEL:076-225-1642

http://www.pref.ishikawa.jp/shinrin/
index.html

16 4/29(月祝)
ファミリーチャレンジ
海で遊ぼうPart１

石川県立能登少年自然の
家

鳳珠郡能登町
石川県立能登少年自然の家

春の海を満喫！
大型カヌーで親子で漕ぎ出そう！！

小中学生を含む家
族

1,000円 定員90名(先着)
要事前申込、電話で受付

石川県立能登少年自然の家
TEL:0767-77-2200

http://www.ishikawa-shizen.jp/noto/top.html

17 4/29(月祝)
森林セラピーアクト
親子で森の癒やし体験！

石川県森林公園
河北郡津幡町
石川県森林公園インフォメ
ーションセンター

医師といっしょに森林セラピーロード
を歩き、木とふれあう体験をします。

小学生以上の親子
大人2,000円、
こども1,000円

定員10組
歩きやすい服装

インフォメーションセンター
TEL:076-288-6449

http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/

18 4/29(月祝)
ありがとう平成！
よろしく新時代！
白山眺望ウオーク2019

小松市
木場潟公園中央園地メモリ
アル広場

新元号をお祝いし、健康づくりを家族
や友人等と楽しむウオーキングイベン
トです。

一般 無料
歩きやすい服装
要申込

小松市いきいき健康課
TEL:0761-24-8161

https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/
ikiikikenkou/ibentozyouhou/8830.html

19

5/1(水祝)・6日
(月振)・11日
(土)・12日(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

白山市白峰（市ノ瀬）
市ノ瀬ビジターセンター

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。

一般 無料
事前申込不要
ただし参加者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.html

20
5/1(水祝)～
14(火)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

白山市中宮
中宮展示館

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。 一般 無料

事前申込不要
ただし参加者20名以上の
場合は要事前連絡
白山白川郷ホワイトロー
ド通行止めのため、開館
時期は未定

中宮展示館
TEL:076-256-7111

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

21 5/3(金祝)
史跡を訪ねるつどい
いするぎウォーク

石動山を護る会
中能登町教育委員会

鹿島郡中能登町石動山
能登歴史公園

山岳信仰の拠点であった石動山の歴史
と、自然に触れながら公園内を散策し
ます。

一般 無料 歩きやすい服装
中能登町教育委員会教育文化
課
TEL:0767-74-2735

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ringyo/index.html
http://noto-museum.jp/
http://www.hakusanseinen.jp/
http://kaga-taikyou.or.jp/KSSA/hashitate.html
http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/
http://www.hakusan6.com/
http://www.pref.ishikawa.jp/shinrin/index.html
http://www.ishikawa-shizen.jp/noto/top.html
http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/
https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/ikiikikenkou/ibentozyouhou/8830.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html


22
5/3(金祝)・

5/4(土祝)
河内ふじ祭り 河内地区祭り実行委員会

白山市
白山ろくテーマパーク
吉岡園地

美しい藤棚に囲まれた中で、地場市場
が開催され、ライブなどのステージイ
ベントも盛りだくさんです。

一般 無料
白山ろくテーマパーク
公園センター
TEL:076-272-3637

http://hakusanpark.com/

23 5/5(日祝) 第33回猿鬼歩こう走ろう健康大会 猿鬼歩こう走ろう健康大
会実行委員会

鳳珠郡能登町
柳田運動公園

猿鬼伝説が息づく能登の里山で、のと
キリシマツツジや木々の緑を楽しみな
がら、ランニング・ウォーキングを楽
しめます。

どなたでも
歩こうの部1,500
円、
走ろうの部3,000円

能登町教育委員会
TEL:0768-72-2509

http://www.town.noto.lg.jp/www/event/
detail.jsp?common_id=8754

24 5/5(日祝) 春の原生林探訪 石川県県民の森 加賀市
石川県県民の森

県民の森の最奥のシャクナゲ・ブナの
原生林を探索します。

一般
小学5年生以上の
親子
※健脚な方

500円 定員30名 県民の森事務所
TEL:0761-78-3883

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankou/
kenmin_no_mori.html

25 5/11(土)
青葉ウォーク
自然観察散策

加賀市スポーツ振興事業
団 橋立自然公園 野鳥や昆虫、植物を観察し、自然につ

いて学びながら園内を散策します。

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

26 5/11(土) 里山自然学校 能美の里山ファン倶楽部
能美市こくぞう里山公園交
流館

山、川の生き物観察、川遊びなどを行
います。 小学生 主催者に要確認

活動場所変更の場合有り
事前に主催者に確認を

能美の里山ファン倶楽部
TEL:0761-51-2308

http://www.nominosatoyama.com/

27
5/11(土)～

12(日)

オールシーズンチャレンジ
変身！碁レンジャー
春風を感じて

石川県立鹿島少年自然の
家

鹿島郡中能登町
石川県立鹿島少年自然の家

サツマイモ植え、アウトドアゲーム、
野外炊さんを仲間とともに楽しもう！ 小学4～6年 4,000円

定員50名
要事前申込(電話で受
付)、締切4/23

石川県立鹿島少年自然の家
TEL:0767-77-2200

http://www.ishikawa-shizen.jp/kashima/
top.html

28 5/12(日)
親子で散策
自然観察体験

石川県県民の森 加賀市
石川県県民の森

山菜を探しながら、園内の軽登山道を
ウォーキングします。

小学生の親子 500円 定員10組 県民の森事務所
TEL:0761-78-3883

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankou/
kenmin_no_mori.html

29 5/12(日) 鴨池たんぼクラブ
田植えしよっさ

鴨池観察館友の会 加賀市片野町
鴨池観察館

江戸時代からつづく鴨池のたんぼで、
田植えをしませんか。

どなたでも 入館料
(高校生以下無料)

定員20名
9:30～11:30
荒天中止

鴨池観察館
TEL:0761-72-2200

http://www.kagashi-ss.co.jp/kamoike/

福
井
県

1 4/20(土) 早めに自由研究スタート！
①貝殻を探してみよう 福井県海浜自然センター 福井県美浜町

坂尻海岸
春の海岸を散策しながら大小様々、カ
ラフルな貝殻を拾います。

どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

100円 定員30名
要事前申込

福井県海浜自然センター
TEL:0770-46-1101

http://fcnc.jp/

2 4/20(土) 早めに自由研究スタート！
②貝殻標本を作ってみよう 福井県海浜自然センター 福井県美浜町

坂尻多目的センター 貝殻の名前を調べ、標本を作ります。
どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

100円

定員30名
要事前申込
※参加するには①貝殻を
探してみように参加が必
要

福井県海浜自然センター
TEL:0770-46-1101

http://fcnc.jp/

3 4/27(土)
春の砂浜で生きものを探してみよ
う 福井県海浜自然センター 福井県高浜町

和田海岸
砂浜の生きものを小型の地引網やタモ
網で採集して、観察します。

どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

100円 定員40名
要事前申込

福井県海浜自然センター
TEL:0770-46-1101

http://fcnc.jp/

4 4/28(日)
天文教室
「春の星座めぐり」

福井県自然保護センター 福井県自然保護センター観
察棟

春の夜空に見ることができる星座や天
体をプラネタリウムで学習した後に、
本物の星空を観望します。

小学校4年生以上 無料 定員40名
要事前申込

自然保護センター
TEL:0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

5
4/29(月祝)、

5/5(日祝)・6(月
振)

特別天体観望会
「星空観望ゴールデンウィーク　
～春の銀河とみずがめ座流星群
～」

福井県自然保護センター
福井県自然保護センター観
察棟

春の天体を中心に、望遠鏡ではおとめ
座近くの銀河、野外では春の星座を解
説を聞きながら観望します。

一般 無料
自然保護センター
TEL:0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

6 4/29(月祝) 三十三間山山開き 若狭町 三十三間山登山道駐車場
県内外の愛好家も多く、福井県を代表
する山のひとつ「三十三間山」で山開
き・祈念登山を実施します。

一般 無料 歩きやすい服装
若狭町観光未来創造課  観光
交流室
TEL:0770-45-9111

http://hakusanpark.com/
http://www.town.noto.lg.jp/www/event/detail.jsp?common_id=8754
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankou/kenmin_no_mori.html
http://kaga-taikyou.or.jp/KSSA/hashitate.html
http://www.nominosatoyama.com/
http://www.ishikawa-shizen.jp/kashima/top.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankou/kenmin_no_mori.html
http://www.1122334/
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/


7 4/29(月祝) 新緑登山 坂井市山岳協会
丸岡山の会 坂井市丸岡町

坂井市丸岡町にある丈競山(1,045m)の
新緑を感じながら山頂を目指します(片
道5km)。

健康な方
1,000円
(バス代・保険代)

丸岡山の会・事務局
TEL:090-2378-8321

http://joncoro.main.jp/maruokayamanokai/

8 5/6(月振)
プランクトンの世界をのぞいてみ
よう 福井県海浜自然センター 福井県若狭町

海浜自然センター
若狭湾の様々なプランクトンを専用の
網ですくって、顕微鏡で観察します。

どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

100円 定員20名
要事前申込

福井県海浜自然センター
TEL:0770-46-1101

http://fcnc.jp/

山
梨
県

1
4/20(土)、

5/8(水)
森林セラピー®

武田の杜サービスセンタ
ー

武田の杜内
健康の森

森林セラピー基地の認定を受けている
健康の森で、セラピー体験。
名物セラピー弁当と名湯！
湯村温泉入浴でトリプルリフレッシ
ュ！

一般 3,500円 定員10名 武田の杜サービスセンター
TEL:055-251-8551

http://y-zouen.jp/takeda/

2 4/21(日) 春の自然観察会 南アルプス市 山梨県南アルプス市
エコパ伊奈ヶ湖

暖かくなった伊奈ヶ湖を散策します。
南アルプスの春を一緒に発見しましょ
う♪

小学生以上
300円
(保険料)

エコパ伊奈ヶ湖
TEL:055-283-8700

https://ecopa-inagako.jp/

3 4/21(日) 第38回深田祭 深田祭実行委員会 深田記念公園
深田久弥氏の遺徳を偲ぶ碑前祭と、ガ
イド付きトレッキングやトレランツア
ー等、登山イベントを開催します。

一般
大人1,000円、
中学生以下500円

韮崎市観光協会
TEL:0551-22-1991

http://www.nirasaki-kankou.ne.jp

4 4/27(土) 西沢渓谷山開き 山梨市観光協会三富支部 山梨県山梨市
西沢渓谷バス停先広場

山登りの安全を祈願し、国内屈指の美
しさを誇る渓谷で、ハイキングを楽し
みます。

一般 無料
渓谷ガイド無料案内、森
林セラピーミニ体験など
イベント有

山梨市観光課
TEL:0553-22-1111

http://www.yamanashishi-kankou.com

5 4/28(日) 新緑の中でのバードウォッチング 武田の杜サービスセンタ
ー

武田の杜内
健康の森

新緑の中の森を散策しながら、バード
ウォッチングを楽しみます。 一般 無料 定員10名 武田の杜サービスセンター

TEL:055-251-8551
http://y-zouen.jp/takeda/

6 5/3(金祝) 山菜を楽しむ会 武田の杜サービスセンタ
ー

武田の杜内
健康の森

山菜について学び、健康の森で山菜採
りを楽しみます。 一般 無料 定員20名 武田の杜サービスセンター

TEL:055-251-8551
http://y-zouen.jp/takeda/

1 4/20(土) 野鳥観察会 中野市立博物館 中野市周辺 中野市周辺の野鳥たちの姿や、暮らし
ぶりを観察します。 一般 無料 要事前申込

中野市立博物館
TEL:0269-22-2005

http://www.city.nakano.nagano.jp/city/
hakubutukan/index.htm

2 4/20(土) 神代桜と飯縄里宮訪問 飯綱高原観光協会
ボランティアガイド会 飯綱高原・芋井地区

樹齢1200年といわれる「神代桜」と、
飯縄里宮を訪ねて里山の遅い春と歴史
にふれてみませんか。

一般 大人300円、
小学生以下無料

歩きやすい服装で
(一社)飯綱高原観光協会
TEL:026-239-3185

http://www.iizuna-navi.com

3 4/27(土) 植物観察会 中野市立博物館
北信濃ふるさとの森文化公
園内

文化公園内を回り、年間を通して植物
が花から実になるまでを観察します。 一般 無料 要事前申込

中野市立博物館
TEL:0269-22-2005

http://www.city.nakano.nagano.jp/city/
hakubutukan/index.htm

4 4/27(土) 第51回上高地開山祭 上高地開山祭実行委員会 上高地 河童橋のたもとにて今シーズンの幕開
けを祝い、山の安全を祈願します。 一般 無料

野宴(有料)では、振舞酒
や記念品あり。

上高地開山祭実行委員会
TEL:0263-94-2221

5
4/27(土)～
5/6(月振)

水芭蕉ガイドツアー のりくら観光協会 乗鞍高原 水芭蕉が咲く春の乗鞍高原を、地元の
ガイドがわかりやすくご案内します。 一般 有料 各日定員20名

のりくら高原観光案内所
TEL:0263-93-2147

https://norikura.gr.jp/product/mizubasyo-
guide-tour/

6
4/29(月祝)～

5/14(火)
信濃路自然歩道ハイキング 草軽交通株式会社 信濃路自然歩道 信濃路自然歩道を散策コース、ハード

コースの2コースからハイキング。 一般
大人2,000円、
小人1,200円

軽食付
6/9(日)まで開催

草軽交通軽井沢バス営業所
TEL:0267-42-2441

http://y-zouen.jp/takeda/
http://www.city.nakano.nagano.jp/city/hakubutukan/index.htm
http://www.iizuna-navi.com/
http://www.city.nakano.nagano.jp/city/hakubutukan/index.htm


長
野
県

7 5/5(日祝) 地附山トレッキング 地附山トレッキングコー
ス愛好会 地附山

「善光寺の裏庭」地附山の歴史道をト
レッキング。
花と新緑の中、爽やかな風を感じて歩
きます。

どなたでも 無料 8:00～
地附山トレッキングコース愛
護会
TEL:090-8326-5629

8 5/5(日祝) 春の柄山峠トレッキング 鬼無里観光振興会 長野市鬼無里
日本海へつながっていた峠道「柄山
峠」を、楽しくトレッキングしましょ
う。

小学４年生以上
一般1,500円、
小学生800円

定員25名(先着)
鬼無里観光振興会
TEL:026-256-3188

kinasatiku@tgk.janis.or.jp

9 5/11(土)
新緑の飯綱高原
リュウキンカとニリンソウ

飯綱高原観光協会
ボランティアガイド会 飯綱高原

新緑の飯綱高原で鮮やかな黄色のリュ
ウキンカや、風に揺れる白く可憐なニ
リンソウ等の観察をします。

一般
大人300円、
小学生以下無料 歩きやすい服装で

(一社)飯綱高原観光協会
TEL:026-239-3185

http://www.iizuna-navi.com

10 5/11(土) 豊田の石仏を調べよう 中野市立博物館 中野市豊田地区 豊田地域に点在する石造文化財の調査
を行います。 一般 無料 要事前申込 中野市立博物館

TEL:0269-22-2005
http://www.city.nakano.nagano.jp/city/
hakubutukan/index.htm

11 5/12(日)
水芭蕉と新緑のブナ原生林ウォー
ク

鬼無里観光振興会 長野市鬼無里
奥裾花自然園

国内有数の水芭蕉大群落の観照と、幹
周り4ｍを超える巨木が芽吹く爽やか
なブナ原生林を歩きます。

小学生以上
一般1,500円、
小学生800円

定員25名(先着)
鬼無里観光振興会
TEL:026-256-3188

kinasatiku@tgk.janis.or.jp

12 5/12(日) どんぐり返し(植樹祭) 軽井沢町教育委員会 町内の国有林
子ども達が拾い集めたドングリ・トチ
の実が、苗木として育ちました。
軽井沢の山へ植樹します。

一般 無料

持ち物：雨具、タオル、
昼食
服装：長靴・軍手等(作業
のできる服装)

軽井沢町教育委員会生涯学習
課
TEL:0267-45-8695

https://www.town.karuizawa.lg.jp/

13 5/12(日)
エコスクール
「二ツ山・鉢伏山でシカの角を探
そう！(現地学習会) 」

松本市 松本市
鉢伏山～二ツ山周辺

美ヶ原高原ロングトレイルで、シカの
角を探すトレッキングを行います。
(4/13と連続講座)

小3～中学生とその
保護者

定員20名
(3月に募集開始)

松本市環境政策課
TEL:0263-34-3268

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/
shisei/kankyojoho/kankyo_kyoiku/
kankyo_kyoiku.html

mailto:kinasatiku@tgk.janis.or.jp
http://www.iizuna-navi.com/
http://www.city.nakano.nagano.jp/city/hakubutukan/index.htm
https://www.town.karuizawa.lg.jp/

