
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

栃
木
県

1
4/15(月)～
5/14(火)

ふれあいの森無料ミニプログラム 那須平成の森フィールド
センター

栃木県・那須平成の森
(日光国立公園)

自然の中の楽しみ方や過ごし方を様々
な角度でご紹介します。
その日ごとや年齢に合わせて内容を変
更します。

一般 無料 詳細はHP参照
那須平成の森フィールドセン
ター
TEL:0287-74-6808

http://www.nasuheiseinomori.go.jp/program

2

4/19(金)～
21(日)、

4/27(土)～30(火
休)

インタープリターとあるく 那須平
成の森ガイドウォーク
「雪融けからはじまる春を感じよ
う」

那須平成の森フィールド
センター

栃木県・那須平成の森
(日光国立公園)

豊かな森をインタープリターとともに
歩くプログラムです。 小学生以上 有料(コースにより

異なる)
詳細はHP参照
日によって内容は異なる

那須平成の森フィールドセン
ター
TEL:0287-74-6808

http://www.nasuheiseinomori.go.jp/program

3 4/19(金) 野鳥の仮はく製ワークショップ 那須高原ビジターセンタ
ー

栃木県・那須高原ビジター
センター
(日光国立公園)

博物館でもよく使われる生物標本の保
存法「仮はく製」。
今回は野鳥で作成体験をします。

高校生以上 1,000円 詳細はHP参照
那須高原ビジターセンター
TEL:0287-74-2301

http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/

4 4/20(土） やってみよう！
はじめてのデイキャンプ

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

県民の森キャンプ場で、初めてのデイ
キャンプに挑戦してみませんか？ 県内在住者 1組2,000円

要申込：3/18受付開始
先着6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

5
4月中の土・
日・祝日

ENJOYクラフト4月 那須高原ビジターセンタ
ー

栃木県・那須高原ビジター
センター
(日光国立公園)

プラ板で作ろう那須甲子の自然♪
ネイチャーキーホルダー作り、葉っぱ
でスタンプ！エコバッグ作り

一般 300円 詳細はHP参照 那須高原ビジターセンター
TEL:0287-74-2301

http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/

6
4/27(土)～
5/6(月振)

GW特別企画
湯元周辺プチガイドツアー・クラ
フト

日光湯元ビジターセンタ
ー（自然公園財団日光支
部）

栃木県日光市
湯ノ湖・湯元温泉周辺
(日光国立公園)

今年のGWは最長10連休！
湯ノ湖・湯元周辺ガイドやクラフト等
のイベントを毎日実施します。

不特定多数 イベントによって異
なる

小雨決行
荒天中止

日光湯元ビジターセンター
TEL:0288-62-2321

http://www.nikkoyumoto-vc.com/

7
4/27(土)・

28(日)
ネイチャーウオーク大沼公園

日光国立公園
塩原温泉ビジターセンタ
ー

栃木県那須塩原市
塩原自然研究路
大沼公園

春一番！
小さな生き物たちが目覚める雪解けの
森を観察ハイキング。
2.5時間のショート散策プログラムで
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　

一般　　　　　　　　
家族連れ

500円

各回定員25名(先着)
要事前申込
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/

8
4/27(土)～
5/6(月振)

遊歩道の森自然散策
「芽吹きの森散策」
(10日間連日開催)

日光国立公園
塩原温泉ビジターセンタ
ー

栃木県那須塩原市
施設周辺の遊歩道  塩原渓
谷遊歩道、
塩原自然研究路（前山歩道
区間）

芽吹きの森・春の山野草咲く遊歩道
へ。
春の山野草や樹木の芽吹きを観察しな
がらの2時間程度のショート散策プロ
グラムです。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

一般　　　　　　　　
家族連れ　　　　　　
小学生以上

300円 各回定員20名(先着)
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/

9 4/28(日)
春の野鳥観察
「さえずり散歩」

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

春の県民の森は、野鳥のコーラスに包
まれます。
野鳥の観察を通じて、自然の素晴しさ
を味わいます。

県内在住者 無料
要申込：3/25受付開始
先着30名

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

http://県民の森.tochigi.jp

10
4/28(日)、

5/4(土祝)・5(日
祝)・11(土)

 ミニガイドツアー
「野の花ガイドウォーク」

那須高原ビジターセンタ
ー

栃木県
八幡つつじ園地
(日光国立公園)

那須高原ビジターセンターのガイドス
タッフ(森林インストラクター)が、野
の花たちについてお話ししながら、ご
案内します。

一般 500円 詳細はHP参照
那須高原ビジターセンター
TEL:0287-74-2301

http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/

11 4/29(月祝) 奥日光バードウォッチング三昧 日光自然博物館 栃木県日光市
戦場ヶ原

渡来した夏鳥を楽しむ、初心者向けバ
ードウォッチングイベントです。

親子・一般 2,000円 定員20名程度
要事前申込

日光自然博物館
TEL:0288-55-0880

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

http://www.nasuheiseinomori.go.jp/program
http://www.nasuheiseinomori.go.jp/program
http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/
http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/
http://www.nikkoyumoto-vc.com/
http://www.siobara.or.jp/vc/
http://www.nikko-nsm.co.jp/


12
5/1(水祝)・6(月
振)・11(土)・

12(日)

インタープリターとあるく 那須平
成の森ガイドウォーク
「ツツジの森で早春の小鳥を探そ
う」

那須平成の森フィールド
センター

栃木県・那須平成の森
(日光国立公園)

豊かな森をインタープリターとともに
歩くプログラムです。

小学生以上 有料(コースにより
異なる)

詳細はHP参照
日によって内容は異なる

那須平成の森フィールドセン
ター
TEL:0287-74-6808

http://www.nasuheiseinomori.go.jp/program

13
5/3(金祝)～6(月

振)

祝・ミシュラングリーンガイド掲
載　
「戦場ヶ原春のガイドウォーク」

日光自然博物館 栃木県日光市
戦場ヶ原

春の戦場ヶ原を楽しむガイドウォーク
です。 親子・一般 500円 定員20名程度(先着)

日光自然博物館
TEL:0288-55-0880

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

14 5/3(金祝) たかはらツツジの森ツアー 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

県内でも有数のツツジの群生地である
県民の森を、ガイドと共に散策しま
す。

県内外の小学生以
上

小学生900円、中学
生以上1500円

要事前申込、4/1受付開始
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

15
5月中の土・
日・祝日 ENJOYクラフト5月 那須高原ビジターセンタ

ー

栃木県・那須高原ビジター
センター
(日光国立公園)

プラ板ネイチャーキーホルダー作り、
那須の九尾の狐伝説にちなんだキツネ
のお面絵付けをします。

一般 300～500円 詳細はHP参照
那須高原ビジターセンター
TEL:0287-74-2301

http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/

16 5/5(日祝)
戸祭山緑地の散策とハルゼミ観察
会

(公財)グリーントラスト
うつのみや

栃木県宇都宮市
戸祭山緑地

戸祭山緑地を散策し、ハルゼミの観察
を行います。

一般 200円
(保険料等)

先着30名
年会員及び小学生以下は
無料
4/5(金)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://www.green-trust.jp

17 5/8(水) 開山祭 那須町観光協会 栃木県那須郡那須町
茶臼岳

那須連山の登山シーズン幕開けを告げ
る「那須岳（茶臼岳）開山祭」が、茶
臼岳山頂の那須嶽神社で行われます。

一般 那須町観光協会
TEL:0287-76-2619

http://www.nasukogen.org/

18
5/11(土)・

12(日)

遊歩道の森自然散策
「新緑の森散策」　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

日光国立公園
塩原温泉ビジターセンタ
ー

栃木県那須塩原市
施設周辺の遊歩道　塩原渓
谷遊歩道、
塩原自然研究路（前山歩道
区間）

芽吹きから新緑の森となる遊歩道へ、
春の優しい緑に包まれた森を観察しな
がらの2時間程度のショート散策プロ
グラムです。

一般　　　　　　　　
家族連れ　　　　　　
小学生以上

300円
各回定員20名(先着)
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/

19 5/12(日) 新緑のミツモチに登ろう！ 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

県民の森の最高峰ミツモチ(標高1,248
ｍ)への登山です。 県内在住者 無料

要事前申込、4/8受付開始
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

20 5/12(日) 中禅寺湖南岸トレッキング① 日光自然博物館 栃木県日光市
中禅寺湖

隠れた名コースをモーターボート利用
を交えて、少し楽をして楽しみます。

一般 6,000円
定員8名
要事前申込

日光自然博物館
TEL:0288-55-0880 http://www.nikko-nsm.co.jp

1
4/15(月)～
5/14(火)

第59回企画展
「谷川連峰～絶景といのちが織り
なすエコパークの山々～」

群馬県立自然史博物館 群馬県富岡市上黒岩1674-1
谷川連峰の豊かな自然を、美しい写真
やバーチャル体験を交えてご紹介しま
す。

どなたでも

一般610円、
高校生・大学生300
円、
中学生以下無料

3/23(土)～5/19(日)に開催
自然史博物館
TEL:0274-60-1200

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

2
4/20(土)～
5/14(火)

朝のお散歩会（鹿沢園地） 
鹿沢インフォメーション
センター

群馬県嬬恋村
(上信越高原国立公園)

鹿沢園地内を早朝に散歩しながら、自
然観察します。

一般 無料
11/18(月)まで開催

鹿沢インフォメーションセン
ター
TEL:0279-80-9119

http://www.kazawa.jp/

3 4/20(土) 第1回森林学習センター森林観察会 森林学習センター 群馬憩の森
森林学習センター

楽しみながら森林や自然の役割を学ぶ
観察会（春を彩る樹の花）です。

一般 無料 森林学習センター
TEL:0279-72-3220

http://www.pref.gunma.jp/01/
e6100001.html

4 4/21(日)
自然史講座
「親子で楽しむ自然観察～発見し
よう！冒険しよう！」

群馬県立自然史博物館 群馬県富岡市上黒岩1674-1
親子で自然と触れ合い、新たな自然と
の楽しみ方を、当館学芸員がわかりや
すく紹介します。

親子向け 無料
自然史博物館
TEL:0274-60-1200

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

5
4/27(土)～
5/6(月振)

森のクラフト 鹿沢インフォメーション
センター

群馬県嬬恋村
(上信越高原国立公園)

ドングリクラフト、コースター、メモ
スタンド作りなどを体験します。 一般 200円～500円

鹿沢インフォメーションセン
ター
TEL:0279-80-9119

http://www.kazawa.jp/

http://www.nasuheiseinomori.go.jp/program
http://www.nikko-nsm.co.jp/
http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/
http://www.nasukogen.org/
http://www.siobara.or.jp/vc/
http://www.nikko-nsm.co.jp/
http://www.kazawa.jp/
http://www.kazawa.jp/


群
馬
県

6
4/27(土)～
5/14(火)

駅からハイキング
「花と緑いっぱいふじおかめぐ
り」

JR東日本
群馬県藤岡市
情報発信施設「会遊亭」で
受付

花と緑のぐんまづくりプレイベントと
併せ、咲き誇るフジや庚申山の自然を
楽しめるハイキングを開催します。

一般 無料

予約不要
情報発信施設「会遊亭」
で受付
5/19(日)まで開催

藤岡市企画課
TEL:0274-40-2424

https://www.jreast.co.jp/ekihai/
evdetail.aspx?EvCd=0519017

7 4/28(日) 夜の天体観望会 群馬県立自然史博物館 群馬県富岡市上黒岩1674-1
天体ドームの望遠鏡や移動式望遠鏡
で、惑星や春の星座を観察します。 小学生以上

50円
(保険料)

自然史博物館
TEL:0274-60-1200

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

8 4/28(日) みなかみデー 群馬県立自然史博物館 群馬県富岡市上黒岩1674-1 みなかみユネスコエコパークに認定さ
れた、みなかみ町を紹介します。 どなたでも 無料

自然史博物館
TEL:0274-60-1200

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

9 4/28(日) 新緑の雑木林の昆虫① ぐんま昆虫の森 ぐんま昆虫の森内 新緑の雑木林と、そこで見られる昆虫
を観察します。 どなたでも 無料 定員20名

要事前申込
ぐんま昆虫の森
昆虫企画係 http://www.giw.pref.gunma.jp/

10
5/4（土）, 
5/5（日）, 

しぜん情報館おてがるツアー 万座しぜん情報館
群馬県嬬恋村
(上信越高原国立公園)

飼育展示のえさやり体験など、館内の
特別ガイドと、空吹(からぶき)の噴気
や川の酸性度、野鳥などを見ます。

一般 400円
万座しぜん情報館
TEL:0279-97-4000

http://www.manzanc.jp/

11 5/5(日祝) 新緑の雑木林の昆虫② ぐんま昆虫の森 ぐんま昆虫の森内
新緑の雑木林と、そこで見られる昆虫
を観察します。 どなたでも 無料

定員20名
要事前申込

ぐんま昆虫の森
昆虫企画係 http://www.giw.pref.gunma.jp/

12 5/11(土)
第2回森林学習センター
森林観察会

森林学習センター 群馬憩の森
森林学習センター

楽しみながら森林や自然の役割を学ぶ
観察会（初夏の林床に咲く花）です。

一般 無料 森林学習センター
TEL:0279-72-3220

http://www.pref.gunma.jp/01/
e6100001.html

13 5/12(日)
サンショウウオを探しにいこう
（わくわく万探ツアー）

万座しぜん情報館 群馬県嬬恋村
(上信越高原国立公園)

生きた化石、サンショウウオの産卵期
に、池や沢の秘境を探検します。

一般 1,200円 多雪時予備日5/19(日)
長靴レンタル200円

万座しぜん情報館
TEL:0279-97-4000

http://www.manzanc.jp/

14 5/12(日) 自然観察会と保護活動 群馬県 赤城山麓
林道：赤城白樺線

自生希少種、ニホンサクラソウの個体
調査を行い、保護や管理について考え
よう。

どなたでも 無料 要事前申込
NPO群馬県自然保護連盟
TEL:027-324-5706

http://www.pref.gunma.jp/cate_list/
ct00000396.html

15
5/13(月)・

14(火)
高原ガイドウォーク 鹿沢インフォメーション

センター
群馬県嬬恋村
(上信越高原国立公園)

村上山もしくはたまだれの滝まで、ガ
イド付きでウォーキングします。

一般 500円 5/31(金)まで開催
鹿沢インフォメーションセン
ター
TEL:0279-80-9119

http://www.kazawa.jp/

1
4/15(月)～
4/22(月)

桜草展 川口市立グリーンセンタ
ー

川口市立グリーンセンター
大パーゴラ

当園で育種している桜草の鉢植え約
200品種の展示をします。
江戸時代から続く桜草花壇での展示も
行います。

一般 無料(要入園料) 4/13(土)から開催 川口市立グリーンセンター
TEL:048-281-2319

http://greencenter.1110city.com/

2
4/15(月)～

5/14(火)の毎週
土・日・祝日

定例自然かんさつ会 埼玉県自然学習センター
北本自然観察公園・埼玉県
自然学習センター

公園の旬の自然を自然学習指導員がご
案内します。

どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

無料
当日受付
通年、毎週土・日・祝日
に実施

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/

3 4/20(土) 第1回そうか生きもの調査会
そうか生きもの調査運営
委員会
草加市

埼玉県草加市
柿木公民館

柿木田んぼで植物中心に生きものを調
査、観察します。 一般 無料

草加市市民生活部環境課環境
推進係
TEL:048-922-1519

4 4/20(土)
じっくり探そう、春の生きもの
～図鑑を片手にピクニック～

森のフィールド学舎 埼玉県飯能市

春の天覧山でのんびりと自然観察をし
ます。
植物や昆虫、フィールドサインをその
場でチェックします。

一般 大人2,000円、
小学生以下1,500円

詳細はHP参照
森のフィールド学舎
MAIL:morinomanabiya168@g
mail.com

http://hanno-eco.com/

5 4/20(土) 妙音沢湧水と春の動植物 埼玉県立自然の博物館 新座市　妙音沢緑地 妙音沢緑地の平野部で貴重な春植物
や、様々な昆虫などを観察します。

小学生以上 300円
定員30名
要事前申込

自然の博物館 自然担当
TEL:0494-66-0407

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

http://www.giw.pref.gunma.jp/
http://www.manzanc.jp/
http://www.giw.pref.gunma.jp/
http://www.manzanc.jp/
http://www.kazawa.jp/
http://greencenter.1110city.com/


6 4/20(土) 生きものいきいき隊 埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県
自然学習センター

生きものたちが住みやすい公園づくり
のための作業です。

中学生以上
(中学生は保護者同
伴)

無料
要事前申込(3/17から受
付)
定員20名

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/

7 4/20(土)

かわはく体験教室
りんぷん転写
～チョウのはね模様をコピーしよ
う～

埼玉県立川の博物館 講座室

チョウの翅のりんぷんを紙に写し取る
「りんぷん転写」の工作と、顕微鏡で
チョウの翅模様のしくみを観察しま
す。

一般
小学3年以上
親子

100円 定員15名
埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

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

8

4/20(土)・
27(土)、5/4(土
祝)・11(土)

やわらかテーマから考える
「環境かみしばい」

埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県
自然学習センター

身近なテーマをとりあげ、「環境にや
さしい暮らし方」について自然学習指
導員がわかりやすくお話します。

どなたでも 無料 申込不要 埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/

9

4/20(土)・29(月
祝)、5/6(月
振)・12(日)

ヘビレクチャー 埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県
自然学習センター

ヘビの暮らしや生物多様性について解
説します。 どなたでも 無料 申込不要

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/

10

4/21(日)・
28(日)、5/5(日
祝)・12(日)

しぜん工作教室 埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県
自然学習センター 自然の素材を使った工作教室です。

どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

無料
当日受付
内容により定員20名
通年、毎週日曜日に実施

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/

11 4/21(日)
狭山丘陵自然観察会
自然と歴史狭山丘陵

埼玉県狭山丘陵いきもの
ふれあいの里センター 埼玉県所沢市 西武球場前駅から下山口駅周辺で自然

観察会を行います。 高校生以上 300円
定員20名
要事前申込

いきものふれあいの里センタ
ー
TEL:04-2939-9412　

http://www.ikifure.info/

12 4/21(日)
いきもの講座
「アリ」 埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県

自然学習センター
定例自然かんさつ会の前に行う30分の
レクチャーです。

小学校高学年以上
向け 無料 当日受付 埼玉県自然学習センター

TEL:048-593-2891
http://www.saitama-shizen.info/

13 4/21(日) 春の自然観察・環境学習会
さいたま市大宮南部浄化
センター
みぬま見聞館

さいたま市見沼区　　　　
みぬま見聞館

春の自然庭園をガイドウォークで探検
等を行います。

小・中学生とその
保護者 無料

デジタルカメラを持参(貸
出用有）

大宮南部浄化センター
TEL:048-646-6030

https://www.city.saitama.jp/001/009/006/
p059936.html

14 4/21(日)
なぐり森のようちえん
もりっこクラブ①
春の公園でのんびりお散歩♪

埼玉県立名栗げんきプラ
ザ

埼玉県狭山市
智光山公園

春の公園をのんびりお散歩しながら、
自然散策を行います。

3～6歳(年少～年
長)

1,000円 詳細はHP参照 埼玉県立名栗げんきプラザ
TEL:042-979-1011

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

15 4/21(日)
荒川ゼミナールⅠ
元荒川を歩く3

埼玉県立川の博物館 越谷レイクタウン周辺
瀬替え前の荒川と利根川の合流点周辺
を散策します。

一般
300円 10:00～16:00

定員20名
埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

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

16 4/21(日)
かわはく研究室
オタマジャクシを観察しよう

埼玉県立川の博物館 リバーホール 早春に産卵するカエルのオタマジャク
シを、じっくり観察してみましょう。

一般
小学生
親子

無料
13:30～15:30
随時
各2名程度

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333 http://www.river-museum.jp/

17 4/27(土)
天覧山谷津の里づくりプロジェク
ト はんのう市民環境会議 埼玉県飯能市 みんなで谷津田の再生に取り組もう！ 一般 無料 詳細はHP参照

飯能市環境緑水課
TEL:042-973-2125

https://www.city.hanno.lg.jp/article
/detail/476

18 4/27(土)
日帰り体験プログラム①
春のうららのカヌー体験

埼玉県立名栗げんきプラ
ザ

埼玉県飯能市
名栗カヌー工房

新緑の美しい名栗湖で、カナディアン
カヌーの操作体験を行います。 どなたでも 2,000円 詳細はHP参照 埼玉県立名栗げんきプラザ

TEL:042-979-1011
http://www.naguri-genki.com/

https://www.city.saitama.jp/001/009/006/p059936.html
http://www.naguri-genki.com/
http://www.river-museum.jp/
https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/476
http://www.naguri-genki.com/


埼
玉
県

19
4/27(土)・

28(日)
キッズ生きもの研究室 埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県

自然学習センター
自然を見る力や知識、人に伝える力を
養うプログラムです。

小学4～6年生 全7回2,500円

3/20～4/7申込受付(土曜
の午前・午後クラス、日
曜クラスあり)
定員各20名、登録制
5月～11月(7月を除く)の
第4土日にも実施

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/

20
4/27(土)・

28(日)
第16回ふかや花フェスタ＆オープ
ンガーデンフェスタ

深谷市、
(公財)深谷市地域振興財
団、
深谷オープンガーデン花
仲間

深谷城址公園ほか

深谷の春の恒例イベントとなった「ふ
かや花フェスタ＆オープンガーデンフ
ェスタ」。
深谷城址公園をメイン会場に市内全域
が会場に。
来訪者を花でおもてなしします。

一般
無料(有料イベント
あり)
要事前申込

お庭巡りには「花めぐり
バスツアー」、「花めぐ
りタクシー」を利用のこ
と。
自家用車利用の際は交通
ルールを守り、ご近所の
迷惑にならないよう配慮
のこと。

深谷市ガーデンシティふかや
推進室
TEL:048-551-5551

http://www.city.fukaya.saitama.jp/
fukayahanaweb/hanafesuta/index..html

21
4/27(土)～

28(日)
バンガローに泊まろう！
～山小屋体験と和紙づくり～

埼玉県立小川げんきプラ
ザ

埼玉県小川町
埼玉県立小川げんきプラザ

バンガロー宿泊と和紙づくり等を体験
します。

小・中学生とその
保護者 3,700円

定員30名
要事前申込

埼玉県立小川げんきプラザ
TEL:0493-72-2220

http://ogawagenki.com/

22
4/27(土)～

28(日)
親子はじめてキャンプ さいたま緑の森博物館 埼玉県入間市

さいたま緑の森博物館
親子ではじめてのキャンプに挑戦し
て、春の自然を楽しみます。

小学1・2年生と保
護者 親子2名で10,000円

定員6組程度
4/6までに要事前申込
要項送付

さいたま緑の森博物館
TEL:04-2934-4396

http://saitama-midorinomori.jp/

23
4/27(土)～
5/6(月振)

GW新緑オリエンテーリング 埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県
自然学習センター

地図を片手に公園内を歩きながら、自
然に関するクイズに挑戦。 一般 無料 当日受付

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/

24
4/27(土)～
5/6(月振)

北本自然観察公園フォトコンテス
ト 埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県

自然学習センター

期間中に公園内で撮影された写真をプ
リントして掲示、その後人気投票を行
います。

どなたでも 無料 当日受付 埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/

25 4/28(日） 炭火でくるくる♪
バームクーヘン作り

埼玉県立神川げんきプラ
ザ

埼玉県神川町
埼玉県立神川げんきプラザ

生地を作って炭火を起こし、美味しい
バームクーヘンを焼きます。

中学生以下の子供
がいる親子

500円～1,000円 定員50名
抽選申込4/2～4/13

埼玉県立神川げんきプラザ
TEL:0495-77-3442

http://www.kamikawa-genki.com

26 4/28(日)
日帰り体験プログラム②
春のうららのカヌー体験

埼玉県立名栗げんきプラ
ザ

埼玉県飯能市
名栗カヌー工房

新緑の美しい名栗湖で、カナディアン
カヌーの操作体験を行います。 どなたでも 2,000円 詳細はHP参照 埼玉県立名栗げんきプラザ

TEL:042-979-1011
http://www.naguri-genki.com/

27 4/29(月祝) 南天山登山と滝を楽しむ (公社)埼玉県農林公社
秩父市　　　　　　　　　　
彩の国ふれあいの森　埼玉
県森林科学館

渓流沿い等を歩きながら山頂(1,483m)
を目指し、登山します。

16歳以上
中級者向け

1,500円
(保険料他)

埼玉県森林科学館
TEL:0494-56-0026 http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/

28 4/29(月祝)
第22回花の里おごせ健康づくりウ
オーキング大会

越生町 越生町
山吹の里歴史公園や五大尊つつじ公園
など、花の香りに包まれた越生を歩く
コースです。

一般
事前申込:200円、
当日申込:300円 歩きやすい服装 越生町役場産業観光課

TEL:049-292-3121
http://www.town.ogose.saitama.jp/

29 4/29(月祝)
第7回かわじま輪中の郷ウォーキン
グ

川島町
川島町教育委員会
川島町公民館連絡協議会
川島町体育協会

川島町堤防１周
川島町を囲む堤防上約30kmを歩き、体
力向上と、満開の菜の花など自然を満
喫できます。

一般 無料 参加賞あり 川島町教育委員会生涯学習課
TEL:049-299-1711

30 4/29(月祝) そうか公園まつり 草加市都市整備部みどり
公園課

そうか公園

身近な緑に目を向けて地域の緑化を進
め、自然豊かなそうか公園の魅力を広
く知ってもらうべく、園内散策等イベ
ントを実施します。

一般 無料
草加市都市整備部みどり公園
課
TEL:048-922-1973

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

31 4/30(火休) みどりの森ガイドウォーク さいたま緑の森博物館 埼玉県入間市
さいたま緑の森博物館

案内所周辺のみどころを、1時間ほど
ご案内します。

一般 無料 定員15名
当日申込

さいたま緑の森博物館
TEL:04-2934-4396

http://saitama-midorinomori.jp/

http://www.city.fukaya.saitama.jp/fukayahanaweb/hanafesuta/index..html
http://www.kamikawa-genki.com/
http://www.naguri-genki.com/
http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/
http://www.town.ogose.saitama.jp/
http://www.city.soka.saitama.jp/


32 5/2(木休) 市町村交流つつじハイキング 越生町、
(一社)越生町観光協会 越生町

越生駅東口開設・新元号開始記念とし
て、町内のつつじの名所をめぐるハイ
キングです。

一般 300円 歩きやすい服装

越生町役場総務課
TEL:049-292-3121
(一社)越生町観光協会
TEL:049-292-1451

http://www.town.ogose.saitama.jp/

33
5/2(木休)～3(金

祝)
親子キャンプ①
ファミリーキャンプ入門

埼玉県立名栗げんきプラ
ザ

埼玉県飯能市
埼玉県立名栗げんきプラザ

テントの設営やアウトドアクッキング
など、家族でキャンプを楽しめるイベ
ントです。

親子
大人6,000円、
小学生5,500円、
幼児5,000円

詳細はHP参照
埼玉県立名栗げんきプラザ
TEL:042-979-1011

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

34 5/3(金祝) 奥秩父巨木探訪
（ミズナラ編）

(公社)埼玉県農林公社
秩父市　　　　　　　　　　
彩の国ふれあいの森　埼玉
県森林科学館

学習の森「タツマの尾根」にある「ミズナラ」の巨木を目指し、周遊コースの登山をします。
16歳以上
中級者向け

1,500円
(保険料他)

埼玉県森林科学館
TEL:0494-56-0026

http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/

35
5/3(金祝)～4(土

祝)
親子キャンプ②
ファミリーキャンプ入門

埼玉県立名栗げんきプラ
ザ

埼玉県飯能市
埼玉県立名栗げんきプラザ

テントの設営やアウトドアクッキング
など、家族でキャンプを楽しめるイベ
ントです。

親子
大人6,000円、
小学生5,500円、
幼児5,000円

詳細はHP参照 埼玉県立名栗げんきプラザ
TEL:042-979-1011

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

36
5/3(金祝)～6(月

振)
スプリングフェア2019

川口市立グリーンセンタ
ー

川口市立グリーンセンター
大パーゴラ

盆栽、草花の展示や即売、草花遊び、
グリーンアドベンチャー、竹工作、大
工さん遊びなどを行います。

一般 無料
(要入園料)

5/5のみ入園料が中学生以
下無料

川口市立グリーンセンター
TEL:048-281-2319

http://greencenter.1110city.com/

37 5/4(土祝) みどりの森ガイドウォーク さいたま緑の森博物館 埼玉県入間市
さいたま緑の森博物館

案内所周辺のみどころを1時間ほどご
案内します。

一般 無料 定員15名
当日申込

さいたま緑の森博物館
TEL:04-2934-4396

http://saitama-midorinomori.jp/

38 5/4(土祝) 森のガイドウォーク　　　　
埼玉県狭山丘陵いきもの
ふれあいの里センター

埼玉県狭山丘陵いきものふ
れあいの里センター

渡りの途中の夏鳥を探しながら、セン
ター周辺を回ります。 どなたでも 無料 当日申込

いきものふれあいの里センタ
ー
TEL:04-2939-9412　

http://www.ikifure.info/

39
5/4(土祝)～

5/5(日祝)
こどもの日フェスティバル 埼玉県立小川げんきプラ

ザ
埼玉県小川町
埼玉県立小川げんきプラザ

クラフトづくりやプラネタリウム無料
公開等、各種催しを行います。 一般 無料

プラネタリウムのみ各回
126名
当日受付の先着順

埼玉県立小川げんきプラザ
TEL:0493-72-2220

http://ogawagenki.com/

40
5/4(土祝)～

5/5(日祝)
春だ！ちびっこ大集合！ 埼玉県立長瀞げんきプラ

ザ
埼玉県長瀞町
埼玉県立長瀞げんきプラザ

春の自然の中で、草花や土遊び、落書
き、簡単な料理などを行います。

家族(概ね3歳～小
学2年生)

未就学3,500円、
小学生4,000円、
大人6,000円

汚れてもいい服装 埼玉県立長瀞げんきプラザ
TEL:0494-66-0177

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

41 5/5(日祝)
親子はじめての自然観察会
「生きものの探し方・見つけ方
編」

さいたま緑の森博物館
埼玉県入間市
さいたま緑の森博物館

生きものの探し方や、見つけ方のコツ
を伝授します。 小学生と保護者 100円 定員20名

要事前申込
さいたま緑の森博物館
TEL:04-2934-4396

http://saitama-midorinomori.jp/

42 5/5(日祝)
ハンバーガーセットを作ろう！
開店！神ドナルド！

埼玉県立神川げんきプラ
ザ

埼玉県神川町
埼玉県立神川げんきプラザ

アウトドアクッキングでハンバーガー
セットをダッチオーブンを使って、一
から手作りします。

中学生以下の子供
がいる親子 1,000円～1,500円

定員40名
抽選申込4/6～4/17

埼玉県立神川げんきプラザ
TEL:0495-77-3442

http://www.kamikawa-genki.com

43 5/5(日祝) プラネタリウム無料投影
埼玉県立名栗げんきプラ
ザ

埼玉県飯能市
埼玉県立名栗げんきプラザ

プラネタリウムの無料観賞を楽しめま
す。
親子で名栗げんきプラザへ遊びに来て
ください。

どなたでも 無料 詳細はHP参照 埼玉県立名栗げんきプラザ
TEL:042-979-1011

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

44 5/5(日祝) 森のガイドウォーク　　　 埼玉県狭山丘陵いきもの
ふれあいの里センター

埼玉県狭山丘陵いきものふ
れあいの里センター

春の植物を観察しながら、センター周
辺を回ります。 どなたでも 無料 当日申込

いきものふれあいの里センタ
ー
TEL:04-2939-9412　

http://www.ikifure.info/

45 5/11(土)
荒川ゼミナールⅡ 
源流域の入り口探検（仮） 埼玉県立川の博物館 三峰口駅周辺

荒川の源流域を散策する企画の第1弾
として、秩父鉄道の終着駅「三峰口
駅」周辺の散策を行います。

一般
300円 10:00～16:00

定員20名
埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

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

http://www.town.ogose.saitama.jp/
http://www.naguri-genki.com/
http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/
http://www.naguri-genki.com/
http://greencenter.1110city.com/
http://www.nagatoro-genki.com/
http://www.kamikawa-genki.com/
http://www.naguri-genki.com/


46 5/11(土) 第2回そうか生きもの調査会 そうか生きもの調査運営
委員会・草加市

埼玉県草加市
柿木公民館

柿木田んぼでシギ、チドリ類中心に調
査、観察します。 一般 無料

草加市市民生活部環境課環境
推進係
TEL:048-922-1519

47 5/11(土) 月例ハイキング大会 越生町 越生町
季節に応じて毎月異なるコースを設け
ており、越生の四季の移ろいを感じる
ことが出来ます。

一般 無料 歩きやすい服装 越生町役場産業観光課
TEL:049-292-3121

http://www.town.ogose.saitama.jp/

48 5/11(土)
手作り実験教室
「公園の木から紙を作ろう」 埼玉県自然学習センター

北本自然観察公園・埼玉県
自然学習センター

実験・工作を通して、自然の大切さや
環境問題を学ぶ教室です。

小学3年生～一般
(小学生は保護者同
伴)

100円

要事前申込(4/13から受
付)
各回定員30名(午前・午
後)

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/

49 5/11(土)
里山体験講座
「お茶摘みとお茶作り」　　　　　　

埼玉県狭山丘陵いきもの
ふれあいの里センター

埼玉県狭山丘陵いきものふ
れあいの里センター

茶葉の摘みから手揉みで、お茶を作り
ます。 小学生以上 500円 定員20名

要事前申込

いきものふれあいの里センタ
ー
TEL:04-2939-9412　

http://www.ikifure.info/

50
5/11(土)・

12(日)
深谷オープンガーデンフェスタ
ばらの庭・初夏の庭

深谷市、深谷オープンガ
ーデン花仲間 深谷市内

「ばらの庭、初夏の庭」のオープンガ
ーデンを特別公開します。
自慢のお庭を是非見に来てください。

一般 無料

お庭巡りには「花めぐり
バスツアー」、「花めぐ
りタクシー」を利用のこ
と。
自家用車利用の際は交通
ルールを守り、ご近所の
迷惑にならないよう配慮
のこと。

深谷オープンガーデン花仲間
(栗原氏)
TEL:090-7183-3481

http://hananakama.org/

51
5/11(土)～

12(日)
親子で！テント泊チャレンジキャ
ンプ①

埼玉県立神川げんきプラ
ザ

埼玉県神川町
埼玉県立神川げんきプラザ

親子でテントを張ったりアウトドアク
ッキングをしたりと、楽しいこと盛り
だくさんの２日間です。

中学生以下の子供
がいる親子 1,000円～5,000円

定員50名
抽選申込4/5～4/18

埼玉県立神川げんきプラザ
TEL:0495-77-3442

http://www.kamikawa-genki.com

52 5/12(日)
里山体験講座
「お茶摘みとお茶作り」　　　　　　

埼玉県狭山丘陵いきもの
ふれあいの里センター

埼玉県狭山丘陵いきものふ
れあいの里センター

茶葉の摘みから手揉みで、お茶を作り
ます。 小学生以上 500円 定員20名

要事前申込

いきものふれあいの里センタ
ー
TEL:04-2939-9412　

http://www.ikifure.info/

1
4/15(月)～
5/6(月振)

マリンサイエンスギャラリー
「水辺の外来生物－房総の海と川
から－」

千葉県立中央博物館分館
海の博物館

千葉県立中央博物館分館海
の博物館

房総の海や川で見られる外来生物の種
類や生活、生態系に及ぼす影響などに
ついて紹介します。

入館者

入館料
(一般200円、高大生
100円、中学生以
下・65歳以上無料)

千葉県立中央博物館分館海の
博物館
TEL:0470-76-1133

http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU/
index.html

2
4/19(金)・

26(金)
さんわでウォーキング春 三和コミュニティセンタ

ー 千葉県市原市 ポールを使い、正しい姿勢で自然の中
をウォーキングします。 一般 1回200円

定員20名
要事前申込
歩きやすい服装

三和コミュニティセンター　
TEL:0436-36-4922

3 4/20(土) 万木城の歴史と里山の自然観察 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
さとセンター周辺

万木城周辺の歴史と春の自然を再発見
しましょう。

一般
(小学生以下は保護
者同伴）

無料

10:00～15:00
定員20名
持ち物：飲物、弁当、山
歩きできる服装、靴
雨天中止

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/

4 4/20(土)
山の学校145
春の山の生きもの 千葉県立中央博物館 清和県民の森

清和県民の森の遊歩道を歩き、自然観
察をします。
幼児でも楽しめるゆっくりペースの観
察会です。

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

50円 先着40名
千葉県立中央博物館教育普及
課
TEL:043-265-3776

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

5
4/20(土)、
5/6(月振)

磯・いそ探検隊（フィールドトリ
ップ）

千葉県立中央博物館分館
海の博物館

千葉県立中央博物館分館海
の博物館

博物館前の磯で海の生きものを観察し
ます。 3歳以上

50円
(保険料)

各回定員15名
当日申込

千葉県立中央博物館分館海の
博物館
TEL:0470-76-1133

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

6 4/20(土)
手賀の丘探検隊
春のぽかぽかムシ採り大会

千葉県立手賀の丘少年自
然の家

千葉県立手賀の丘少年自然
の家

春にあたたかくなって姿を見せ始めた
生きものたちを、親子で観察します。

親子 100円 定員25名
要事前申込

千葉県立手賀の丘少年自然の
家
TEL:04-7191-1923

http://www.tega.jp/

http://www.river-museum.jp/
http://www.river-museum.jp/
http://www.river-museum.jp/
http://www.river-museum.jp/
http://www.kamikawa-genki.com/
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU/index.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/NATURAL/


7 4/21(日) 春の植物観察 千葉県立中央博物館 印西市
春の房総丘陵の植物を観察します。
植物の巧みな生活の技を観察しましょ
う。

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

50円 定員30名
要事前申込

千葉県立中央博物館教育普及
課
TEL:043-265-3776

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

8 4/21(日)
春を満喫！！
房総ハイキング！ 千葉県立鴨川青年の家 君津市亀山湖周辺

房総の春を体感しながらハイキングを
行い、季節によって変化する自然とふ
れあうことを楽しみます。

小学生 1,400円 定員20名 千葉県立鴨川青年の家
TEL:04-7093-1666

http://www.echiba-sports.org/kamo/
index.html

9 4/21(日) 春の里山タケノコほり体験 千葉県立東金青年の家 施設周辺の里山
地域の里山での「たけのこ」ほり体
験。
併せて竹の生態の勉強も行います。

小学生と保護者 300円 定員100名
千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301

http://tpugane-youth.jp/

10 4/21(日)
大草谷津田いきものの里自然観察
会
「春の香りを楽しもう！」

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

11 4/22(月) 野草観察 戸田コミュニティセンタ
ー 泉自然公園 野草を通じて自然に親しみます。 一般 100円

3/18～24申込受付
定員20名(抽選)

戸田コミュニティセンター
TEL:0436-95-6622

12 4/27(土)
海の体験コーナー
「オリジナルオブジェづくり」

千葉県立中央博物館分館
海の博物館

千葉県立中央博物館分館海
の博物館

海で見つけた貝殻などの材料で、オブ
ジェをつくります。 入館者

50円
(材料費)
別途入館料(一般200
円、高大生100円、
中学生以下・65歳以
上無料)

千葉県立中央博物館分館海の
博物館
TEL:0470-76-1133

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

13
4/27(土)～

28(日)
わいわい子ども塾 千葉県立手賀の丘少年自

然の家
千葉県立手賀の丘少年自然
の家

年齢の違う仲間同士が助け合いなが
ら、年間を通して自然体験や宿泊体験
を行います。

小学4年生～中学
生

25,000円
(全5回分)

要事前申込
定員24名
通年5回開催(4・6・8・
10・12月)

千葉県立手賀の丘少年自然の
家
TEL:04-7191-1923

http://www.tega.jp/

14
4/28(日)～29(月

祝)
ファミリーキャンプ 千葉県立水郷小見川少年

自然の家
千葉県立水郷小見川少年自
然の家

キャンプ初心者を対象に、テントの立
て方や野外料理を学びます。

親子

高校生以上3,500
円、
小1～中3年2,500
円、
3歳～年長1,500円、
2歳以下無料

定員10組
要事前申込

千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/

15 4/29(月祝)
みどりのふるさとづくりフェスタ
2019

みどりのふるさとづくり
実行委員会

清水公園
第一公園広場

野田市の豊かなみどりに感謝し、守り
育てていこうというイベントです。
工作教室、タガフープ体験がありま
す。

一般 無料
工作教室、タガフープ体
験に参加する際は、動き
やすい服装で。

野田市みどりと水のまちづく
り課
TEL:04-7125-1111

なし。

16 4/29(月祝)
第27回いきいき市原ワンデーマー
チ

市原市 養老渓谷周辺(予定)
新緑の養老渓谷で、美しい自然に親し
みながら、ハイキングを楽しみます。 一般

小学生以上400円、
未就学児100円 動きやすい服装 市原市スポーツ振興課

TEL:0436-23-9851

https://www.city.ichihara.chiba.jp/bunka/
suposhintop/nenkangyouzi/
onedaymarch1.html

17 5/1(水祝)
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
ガイドと一緒に、生きものの住む夜の
森を散策します。 一般

大人1,000円、
子ども800円 要予約

大房岬ビジターセンター
TEL:0470－33－4551

http://taibusa-misaki.jp/

18 5/4(土祝)
観察会
「海藻を観察しよう」

千葉県立中央博物館分館
海の博物館

千葉県立中央博物館分館海
の博物館

海の博物館前の磯で海藻を探して観察
します。

小学生以上
50円
(保険料)

定員20名
要事前申込

千葉県立中央博物館分館海の
博物館
TEL:0470-76-1133

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

19
5/4(土祝)・5(日

祝） 谷津遊路＆干潟スタンプラリー 谷津干潟自然観察センタ
ー

谷津遊路商店街、
谷津干潟自然観察センター

干潟の景色を眺めながら、スタンプを
押しながら歩こう。
谷津干潟の地元商店街と谷津干潟まで
の2kmコースです。

どなたでも
無料
(大人は要入館料)

谷津干潟自然観察センター
TEL:047-454-8416

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

http://www2.chiba-muse.or.jp/NATURAL/
http://tpugane-youth.jp/
https://www.city.ichihara.chiba.jp/bunka/suposhintop/nenkangyouzi/onedaymarch1.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU


千
葉
県

20 5/4(土祝) 親子でケビン・ショートさんとお
おたかの森探検ツアー

流山市 市野谷の森
市野谷の森(通称おおたかの森)を、ナ
チュラリストのケビン・ショートさん
と探検します。

親子
(小学生程度)

無料 先着50名
要事前申込

流山市環境政策課
TEL:04-7150-6083

21 5/5(日祝)
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
ガイドと一緒に、生きものの住む夜の
森を散策します。 一般

大人1,000円
子ども800円 要事前申込 大房岬ビジターセンター

TEL:0470－33－4551
http://taibusa-misaki.jp/

22 5/5(日祝)
センター内ホタルの水路で生き物
を探そう

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

ゲンジボタルが生息する水路で、水辺
の生き物を探そう。

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：水の中で履く靴
(サンダル・長靴は不
可)、汚れてもよい服装、
着替

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/

23 5/5(日祝) 観察会
「ウミウシを観察しよう」

千葉県立中央博物館分館
海の博物館

千葉県立中央博物館分館海
の博物館 博物館前の磯でウミウシを探します。 小学校高学年以上

50円
(保険料)

定員20名
要事前申込

千葉県立中央博物館分館海の
博物館
TEL:0470-76-1133

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

24 5/5(日祝)
みんなおいでよ！
プラネタリウム

千葉県立手賀の丘少年自
然の家

千葉県立手賀の丘少年自然
の家

季節の星空や星座の物語をプラネタリ
ウムのドームいっぱいに投影し、みん
なで楽しみます。

どなたでも 無料 当日受付
千葉県立手賀の丘少年自然の
家
TEL:04-7191-1923

http://www.tega.jp/

25
5/5(日祝)～6(月

振)
星空の神秘を探ろう
初級① 千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家

星空の神秘を四季の星空観察、講義等
から学ぶ初級コース。
4回シリーズの第1回目。
春の星空について、天体望遠鏡作り等
を行います。

小学4年～6年生
保護者可も

3,300円 定員25名 千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301

http://tpugane-youth.jp/

26 5/5(日祝)
大草谷津田いきものの里自然観察
会
鳥のさえずり聞こえるかな？

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

27 5/6(月振) 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

千葉県立水郷小見川少年自
然の家

季節ごとの星座の解説や、星座にまつ
わる神話などを紹介します。 どなたでも 無料 当日受付

千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/

28 5/6(月振) 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

千葉県立水郷小見川少年自
然の家

カヌーの基礎を施設内のミニハーバー
で学びます。 どなたでも 300円 当日受付

千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/

29 5/6(月振)
あびこ自然観察隊①
「シギ・チドリ観察会」

我孫子市
鳥の博物館 手賀川周辺（水田） 渡りの途中に水田で栄養補給する、シ

ギやチドリの仲間を観察します。 どなたでも 高校生以上100円
(保険料)

歩きやすい服装 鳥の博物館
TEL:04-7185-2212

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

30 5/11(土) 落花生の栽培体験をしよう 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

花が地面に潜って実になる落花生をみ
んなで栽培。
秋に収穫し試食しよう。
収穫は10/6(日)9:30～12:30予定、適宜
の観察と草取り。

一般
(小学生以下は保護
者同伴)

家族で700円

10:00～12:00
定員8家族
持ち物 : 長靴、作業でき
る服装、軍手
小雨決行

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/

31 5/11(土)
海の体験コーナー
「微小貝をみつけよう」

千葉県立中央博物館分館
海の博物館

千葉県立中央博物館分館海
の博物館

海岸の砂に混じった小さな貝殻を探し
出します。

入館者

50円
(材料費)
別途入館料(一般200
円、高大生100円、
中学生以下・65歳以
上無料)

千葉県立中央博物館分館海の
博物館
TEL:0470-76-1133

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

http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://tpugane-youth.jp/
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU
http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU


32
5/11(土)・

12(日)
谷津干潟の夕日とチュウシャクシ
ギのねぐら入りを見よう

谷津干潟自然観察センタ
ー 谷津干潟自然観察センター 夕方になるとねぐら入りをする、チュ

ウシャクシギ観察します。

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

1,000円  暖かい服装、帽子、あれ
ば双眼鏡

谷津干潟自然観察センター
TEL:047-454-8416

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

33
5/11(土)～

19(日)
カシニワ・フェスタ2019

カシニワ・フェスタ
2019実行委員会、
(一財)柏市みどりの基金

柏市内のカシニワ登録地74
か所

里山や地域の庭、オープンガーデンを
巡るスタンプラリーや、自然観察会な
どの各種イベント、ガーデンの案内を
実施します。

一般
無料
(一部有料あり)

詳細はHP、カシニワ・ガ
イドブックで

（一財）柏市みどりの基金
TEL:04-7160-3120

http://k-midori.net/

34 5/11(土) 開館10周年記念ウオーキング 戸田コミュニティセンタ
ー

戸田コミ周辺 戸田コミ周辺を健康に歩きます。 一般 無料 予備日5/12(日)
戸田コミュニティセンター
TEL:0436-95-6622

35 5/11(土)
てがたん
「あびこの自然の『音風景』」

我孫子市
鳥の博物館 博物館及び手賀沼周辺

毎月第2土曜日に行われる定例の手賀
沼探鳥会。
毎月テーマに沿って観察します。

どなたでも
高校生以上100円
(保険料)

歩きやすい服装 鳥の博物館
TEL:04-7185-2212

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

36 5/12(日)
きみかめ森のようちえん①
春の森遊び♪

千葉県立君津亀山少年自
然の家

千葉県立君津亀山少年自然
の家

新緑の森へゆったりハイキングにでか
けよう♪
森の中でハンモックにゆられて過ごそ
う♪

未就学児とその保
護者

500円、
3歳未満は100円

定員15組
要事前申込

千葉県立君津亀山少年自然の
家
TEL:0439-39-2628

http://kimikame.net/event/event.cgi?id=80

37 5/12(日)
昭和の森自然観察会
初夏の里山3時間コース
「土気城跡方面を歩こう」

千葉市 昭和の森 昭和の森周辺を散策し、自然や歴史に
ついて学ぶ、自然観察会です。

一般 無料 詳細はHP参照 千葉市緑公園緑地事務所
TEL:043-294-2884

http://www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/
kanri/midori/top.htmｌ

38 5/12(日)
バードウィーク手賀沼観察会 in 
Enjoy手賀沼！

我孫子野鳥を守る会、
我孫子市鳥の博物館 手賀沼周辺

地域のイベント「Enjoy手賀沼！」で行
われる探鳥会。
ショートコース(１時間)とレギュラー
コース(２時間)に分かれて開催します。

どなたでも
高校生以上100円
(保険料)

歩きやすい服装 鳥の博物館
TEL:04-7185-2212

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

39 5/12(日) Enjoy手賀沼！2019
Enjoy手賀沼！実行委員
会 手賀沼親水広場

手賀沼での遊び、学び、様々な体験を
通じて「ふるさと再発見！」をしてい
ただく催しです。

小･中学生、一般
無料
(一部実費イベント
あり)

雨天決行
(一部中止・変更あり)

我孫子市手賀沼課
TEL:04-7185-1484

http://abiko-city.jp/enjoy-teganuma/2019/

40 5/13(月) ちはら散歩 ちはら台コミュニティセ
ンター

鎌取駅から平山郷 鎌取駅から平山郷までを散策し、お願
い薬師や石造物を巡ります(5.5km)。 一般 50円+バス代(実費)

4/18～24申込受付
定員20名(抽選)

ちはら台コミュニティセンタ
ー　
TEL:0436-50-2312

1
4/15(月)～
5/14(火)

山野草ウィーク 瑞穂町教育員会
耕心館 耕心館 耕心館の庭に植栽されている山野草を

観察できます。 一般 無料 4/1(月)～5/16(木)開催 郷土資料館
TEL:042-568-0634

https//www.mizuho.tokyo.jp

2
4/16(火)～
5/14(火)

みずほの野鳥 瑞穂町教育員会
耕心館 耕心館 瑞穂町に生息する、もしくは渡ってく

る野鳥について紹介します。 一般 無料 6/16(日)まで開催
郷土資料館
TEL:042-568-0634

https//www.mizuho.tokyo.jp

3

4/20(土)・
27(土)・29日(月
祝)、5/4(土
祝)・11(土)

新宿御苑ガイドウォーク 新宿御苑 新宿御苑
新宿御苑パークボランティアが、四季
折々のみどころや庭園の歴史をご案内
します。

一般 入園料のみ 当日参加
新宿御苑サービスセンター
TEL:03-3350-0151

http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/
index.html

http://www.seibu-la.co.jp/yatsuhigata/
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html
http://kimikame.net/event/event.cgi?id=80
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html
http://abiko-city.jp/enjoy-teganuma/2019/
http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/index.html


東
京
都

4 4/29(月祝)
春の森たんけん/生きもの展示
(母と子の森自然教室)

新宿御苑 新宿御苑
新緑の森を観察しながら散歩しよう。
御苑の草花や池の生き物などを展示し
ます。

親子 無料 当日参加 新宿御苑サービスセンター
TEL:03-3350-0151

http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/
index.html

5 5/12(日)
多摩川で遊ぼう
「多摩川バードウォッチング」

福生水辺の楽校運営協議
会
（事務局：福生市生活環
境部環境課環境係）

多摩川中央公園
5月の多摩川にはどんな鳥がいるか、
観察します。 中学3年生以下 無料

5/1(水祝)に広報及びHPに
掲載予定

福生市生活環境部環境課環境
係
TEL:042-551-1718

http://www.city.fussa.tokyo.jp
くらしの情報>環境・まちづくり>環境>環
境学習>福生水辺の楽校・多摩川で遊ぼう

6 5/12(日)
多摩川サポーターズ
「かくれんぼ広場水辺の秘密基地
作り」

福生水辺の楽校運営協議
会
（事務局：福生市生活環
境部環境課環境係）

多摩川中央公園 多摩川中央公園にある倒木を使って、
楽しく遊びます。

中学生以上
(小学生以下も可)

無料 5/1(水祝)に広報及びHPに
掲載予定

福生市生活環境部環境課環境
係
TEL:042-551-1718

http://www.city.fussa.tokyo.jp
くらしの情報>環境・まちづくり>環境>環
境学習>福生水辺の楽校・多摩川サポータ
ーズ

7 5/12(日) 残堀川ふれあいウォーキング 瑞穂町教育員会
瑞穂ビューパーク～残堀川
沿い～狭山池公園

ウォーキングをしながら、残堀川沿い
の自然とふれあいます。 一般 無料

瑞穂町社会教育課
TEL:042-557-7071 https//www.mizuho.tokyo.jp

1
4/15(月)～
5/14(火)

ガーデンネックレス横浜2019 横浜市

横浜動物の森公園植物公園
予定地(里山ガーデン)、
山下公園・港の見える丘公
園・日本大通り・横浜公
園・新港中央広場など

里山ガーデン、みなとエリアのほか市
内各所が色鮮やかに春の花々で彩られ
ます。
今年は新たに“横浜ローズウィーク”を
開催します。

一般 無料

里山ガーデン
3/23(土)～5/6(月振)9:30
～16:30に開催
ガーデンネックレス横浜
2019は6/2(日)まで開催

横浜市(NTTハローダイヤル
8:00～22:00)
TEL:050-5548-8686

https://gardennecklace.city.yokohama.lg.jp/
index.html

2 4/16(火) ミツカドネギのフレンチ 松田町自然館 松田町自然館
フランス料理の有名シェフが、ミツカ
ドネギのお洒落で美味しい調理法を教
えます。

一般 無料 持ち物：主食（パンな
ど）

松田町自然館
TEL:0465-82-7345

https://nisihira-park.org/sizen/

3 4/18(木) 森林セラピー®体験 厚木市森林セラピー基地
推進協議会

神奈川県厚木市飯山
飯山白山森林公園、
飯山温泉「ふるさとの宿」

案内人による森林浴ハイキングの後に
温泉入浴し、心身共にリフレッシュし
ます。

成人 1,000円

定員20名(先着)
要事前申込(開催日1ヵ月
前から東丹沢七沢観光案
内所にて電話受付)

(一社)厚木市観光協会
TEL:046-240-1220
東丹沢七沢観光案内所
TEL:046-248-1102

【あつぎ観光なびHP】
http://www.atsugi-kankou.jp/forest-
therapy.html
【厚木市HP】
http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/kankou/
iyashi/therapy/d021413.html

4
4/20(土)

予備日4/27(土)
第19回 親子でアユの放流体験 酒匂川水系保全協議会 神奈川県小田原市 酒匂川の自然への愛着を深めてもらう

ために、鮎の放流体験を行います。
児童・生徒及び保
護者 無料

定員150名程度
長靴など川に入っても良
い服装

小田原市環境保護課
TEL:0465-33-1481

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/
envi/environ/sakawa/ayu-h31.html

5 4/20(土)
子どもの広場
金沢動物園へ行こう 茅ヶ崎市南湖公民館

神奈川県横浜市金沢区釡利
谷
金沢動物園

動物との関わりを通して、生態系や環
境について学びます。 小学生 無料 定員18名

要事前申込
茅ヶ崎市南湖公民館
TEL:0467-86-4355

http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
kyouiku/kominkan/nango/koza/index.html

6 4/20(土)
里山を歩こう
「春らんまん」

はだのネイチャーウオッ
チングクラブ

神奈川県秦野市東公民館周
辺

植物や野鳥などの観察ハイキングを実
施します。

一般 無料 定員20名 環境産業部環境共生課
TEL:0463-82-9618

http://www.city.hadano.kanagawa.jp

7

4/21(日)・
28(日)、
5/5(日)・
12(日）

ミニ観察会 神奈川県自然環境保全セ
ンター

自然環境保全センター野外
施設

自然に詳しい解説員の案内により、当
センターの野外施設で生き物たちを観
察します。

一般 無料
自然環境保全センター自然保
護課
TEL:046-248-6682

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f4y/
01about/minikan.html　

8 4/21(日)
生田緑地観察会
「野鳥」

川崎市・かわさき自然調
査団

神奈川県川崎市多摩区
生田緑地

生田緑地内を散策しながら、野鳥を観
察します。 一般 無料 歩きやすい服装

雨天中止
かわさき宙と緑の科学館
TEL:044-922-4731

http://www.nature-kawasaki.jp

9 4/21(日)
石老山の新芽を楽しむ里山ガイド
ウォークと木工体験

NPO法人自遊クラブ
神奈川県相模原市石老山東
海自然歩道、
関山林道周辺

「（仮称）相模原市市民の森」の整備
が計画されている石老山周辺で、イン
ストラクターのガイドを聴きながらの
ウォーキングと木工体験を楽しみま
す。

どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

300円
(保険代含む)

定員20名
歩きやすい服装
持ち物：昼食、飲み物、
敷物等

NPO法人自遊クラブ
MAIL:jiyuu-
club@mail.goo.ne.jp
FAX:042-983-7627

http://www.sagami-portal.com/hp/
dnt10030/

http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/index.html
https://nisihira-park.org/sizen/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/environ/sakawa/ayu-h31.html
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kyouiku/kominkan/nango/koza/index.html
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/
http://www.nature-kawasaki.jp/
http://www.sagami-portal.com/hp/dnt10030/


神
奈
川
県

10 4/21(日) 身近な野草探検 松田町自然館 松田町自然館 自然館周辺のかわいい野草を探しま
す。 一般 無料

松田町自然館
TEL:0465-82-7345

https://nisihira-park.org/sizen/

11 4/23(火) スミレを探して春の仙石原を歩く

箱根地域自然に親しむ運
動実行委員会(開催担
当：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)

山肌萌える春の箱根で、様々な種類の
スミレを探しに、仙石原を歩きません
か？

一般
(6歳以上参加可)

100円
(保険料)

持ち物：弁当
雨天中止

箱根ビジターセンター
TEL:0460‐84‐9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/
shitashimuundou.html#

12
4/26(金)、
5/10(金)

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
毎月第2・4金曜日に実施

箱根ビジターセンター
TEL:0460‐84‐9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/teiki.html

13
4/27(土)～
5/6(月振)

ゴールデンウィーク期間ビジター
センター活動

箱根自然解説活動連絡協
議会

神奈川県箱根町
(富士箱根伊豆国立公園)

早朝観察会、箱根ＶＣ周辺観察会、ク
ラフト教室を期間中毎日開催！

一般
クラフト教室のみ
200円
(材料費)

早朝観察会、姥子観察会
は雨天中止
クラフト教室は雨天決行

箱根ビジターセンター
TEL:0460‐84‐9981 http://hakonevc.sunnyday.jp/gw.html

14
4/27(土)・

28(日)
第46回平塚市緑化まつり 平塚市 平塚市大原1-1

平塚市総合公園

子どもから大人まで楽しめるイベント
を通じて、緑化意識の高揚を図りま
す。

一般 無料 詳細はHP参照
平塚市都市整備部みどり公
園・水辺課
TEL:0463-21-9852(直通)

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/
koen/page-c_02862.html

15 4/27(土) 秦野の地下をさぐろう 秦野市環境共生課
くずはの家

秦野市曽屋1137
くずはの家

地下を掘って取り出した標本を使っ
て、秦野の地下の様子を探ります。

小学2年生以下は
保護者同伴

無料 3/27(水)から受付開始 秦野市くずはの家
TEL:0463-84-7874

http://www.city.hadano.kanagawa.jp

16 4/27(土) 第12回秦野市植樹祭 市民による森林づくり実
行委員会 弘法山(権現山)

第61回全国植樹祭開催後、森林を持続
的に保全するため、市民主体の植樹活
動を実施します。

一般 無料 定員100名
秦野市環境産業部環境共生課
森林里山担当
TEL:0463-82-9631

http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/
genre/1000000000407/index.html

17 4/28(日) 生田緑地観察会
「昆虫」

川崎市
かわさき自然調査団

神奈川県川崎市多摩区
生田緑地

生田緑地内を散策しながら、さまざま
な昆虫を観察します。 一般 無料 歩きやすい服装

雨天中止
かわさき宙と緑の科学館
TEL:044-922-4731

http://www.nature-kawasaki.jp

18 4/28(日)
「てくてくウォークin蓑毛」＆森林
ヨガ体験

蓑毛地区活性化対策委員
会

神奈川県秦野市内蓑毛地域
緑水庵～春嶽湧水付近

森林セラピーガイドの案内で、市内蓑
毛地域の森林散策、森林浴をしなが
ら、ヨガやハンモック体験などを実施
します。

一般 3,000円/人 定員20名
秦野市環境産業部環境共生課
森林里山担当
TEL:0463-82-9631

http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/
genre/1000000000407/index.html

19 4/29(月祝) くずはの家春のつどい 秦野市環境共生課
（くずはの家）

秦野市曽屋1137
くずはの家

グリーンオリエンテーリングや、自然
クラフト広場等を実施します。

一般 無料 当日受付 秦野市くずはの家
TEL:0463-84-7874

http://www.city.hadano.kanagawa.jp

20 5/4(土祝) 野鳥観察会 松田町自然館 松田町自然館
樹木園

自然館周辺で暮らす野鳥を観察し、生
活の様子を知りましょう。 一般 無料

松田町自然館
TEL:0465-82-7345

https://nisihira-park.org/sizen/

21 5/5(日祝) 生田緑地観察会
「植物」

川崎市
かわさき自然調査団

神奈川県川崎市多摩区
生田緑地

生田緑地内を散策しながら、植物を観
察します。 一般 無料 歩きやすい服装

雨天中止
かわさき宙と緑の科学館
TEL:044-922-4731

http://www.nature-kawasaki.jp

22
5/5(日祝)・6(月

振)
クレマチスフェア (公財)相模原市まち・み

どり公社
神奈川県相模原市
相模原麻溝公園

鉢植えの展示や花苗の販売等を通じ、
約230種8,000株のクレマチスを楽しみ
ます。

一般 無料
相模原麻溝公園管理事務所
TEL:042-777-3451

http://www.sagamiharashi-
machimidori.or.jp/park/asamizo

23 5/11(土) 名水と銘茶　森林セラピーガイド
と歩く心とカラダを癒す旅

表丹沢菩提里山づくりの
会

神奈川県秦野市内菩提地域
表丹沢野外活動センター～
葛葉の泉付近

森林セラピーガイドの案内で、市内菩
提地域の森林散策、ハンモック体験な
どを実施します。

一般 3,000円/人 定員20名
秦野市環境産業部環境共生課
森林里山担当
TEL:0463-82-9631

http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/
genre/1000000000407/index.html

24 5/12(日)
生田緑地観察会
「里山の自然」

川崎市
かわさき自然調査団

神奈川県川崎市多摩区
生田緑地

生田緑地内を散策しながら、緑地内の
自然を幅広く観察します。 一般 無料 歩きやすい服装

雨天中止
かわさき宙と緑の科学館
TEL:044-922-4731

http://www.nature-kawasaki.jp
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