
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

福
岡
県

1 4/20(土) 早春の野草観察会 平尾台自然観察センター 北九州市小倉南区平尾台
1-4-40

早春の野草、オキナグサなどを観察し
ます。

小学生以上
(保護者同伴)

無料
要事前申込、4/10締切
定員30名
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

2 43576
飯塚市自然体験プログラム
「森はともだちプロジェクト」

飯塚市
飯塚市リサイクルプラザ
工房棟　エコ工房

福岡県飯塚市
勝盛公園

飯塚各地の森で、木のこと、木と関わ
りながら暮らす生き物たちについて、
学びます。

小学生以上
(保護者同伴)

200円/人 詳細は電話で問合せ エコ工房
TEL:0948-22-5679

http://eco-kobo.com

3 4/27(土)
桶ヶ辻急坂登山
芳ヶ谷コース：中級 平尾台自然観察センター

北九州市小倉南区平尾台
1-4-40

芳ヶ谷から急坂を登り、雄大な展望を
味わいます。

小学4年生以上
(保護者同伴)

無料
要事前申込、4/17締切
定員30名
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 4/27(土)
乙金さくらの森
藤まつり

(公財)おおのじょう緑の
トラスト協会

乙金さくらの森(藤棚広場)
〔大野城市総合体育館上〕

藤の花が咲く季節に、自然の中で食事
をしながらのおしゃべりや音楽、マル
シェを楽しみます。

市民 等 無料   
当日は無料の送迎バス(24
人乗り)あり
運行時間はHP参照

(公財)おおのじょう緑のトラ
スト協会
TEL:092-915-5550
FAX:092-595-4443

http://www.green-onojo.jp/

5 4/28(日)
第38回くるめ緑の祭典
緑のサイクリング

久留米みどりの市民会
議、
久留米市

筑後川サイクリングロード
緑のじゅうたんが広がる筑後川サイク
リングロード(往復約42km)をサイクリ
ングします。

一般 無料

久留米みどりの市民会議事務
局
TEL:0942-44-6773
FAX:0942-44-8894

6 4/29(月祝)
平成31年度 宇美町の自然を体感し
よう！
「うみで山開き！春の登山」

宇美町 福岡県宇美町
一本松公園

一本松公園から三郡山への登山会を行
います。
また、登山者の安全を祈願する安全祈
願祭も開催します。

小学生以上 無料 詳細はHP参照
宇美町まちづくり課
TEL:092-934-2370

http://www.town.umi.lg.jp/

7 5/12(日)
七ツ森巨木観賞登山
中級 平尾台自然観察センター 北九州市小倉南区平尾台

1-4-40
七ツ森のスダジイの巨木に会いにいき
ます。

小学4年生以上
(保護者同伴)

無料
要事前申込、5/2締切
定員30名
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

8 5/12(日)
飯塚市自然体験プログラム
「いいねん！」

飯塚市
飯塚市リサイクルプラザ
工房棟　エコ工房

福岡県飯塚市
健康の森公園

自然に詳しい「はかせ」達と、いきも
のをさがしたり、工作などを行いま
す。

小学生以上
(保護者同伴)

200円/1名
（別途材料費がかか
る場合があります）

詳細は電話で問合せ エコ工房
TEL:0948-22-5679

http://eco-kobo.com

9 5/12(日) バードウィーク探鳥会
日本野鳥の会筑後支部、
福岡県、
久留米市

久留米市御井町
王子池周辺

自然と触れ合いながらバードウォッチ
ングを行い、生物多様性を体感しま
す。

一般 100円
中学生以下は無料

事前申込不要

日本野鳥の会筑後支部　溝田　
泰博
TEL:090-4357-3034
MAIL:yf_mizota@tenor.ocn.ne
.jp　

http://grosbeak.blog.fc2.com/

長
崎
県

1 4/20(土) 春のうみかぜガイドウォーク 九十九島VC(市委託)

佐世保市鹿子前町
パールシーリゾートうみか
ぜ広場
(西海国立公園)

パールシーリゾート内にある「うみか
ぜ広場」を散策し、春の動植物を観察
します。

小学生以上
(小学3年生以下は
保護者も参加)

100円/人
(保険料)

集合：九十九島ビジター
センター
少雨決行

九十九島VC
TEL:0956-28-7919
MAIL:tyousa@kujukushima-
visitorcenter. jp

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

2 4/21(日)
トビカズラウォーク
「神秘の花を歩いて発見！」 九十九島VC(市委託)

佐世保市鹿子前町長尾半島
(西海国立公園)

九十九島のトコイ島に生育する希少な
植物、トビカズラ。
その種から育てたものを観察します。

小学生以上
(小学3年生以下は
保護者も参加)

200円/人
(保険料、資料代)

集合：九十九島ビジター
センター
少雨決行

九十九島VC
TEL:0956-28-7919
MAIL:tyousa@kujukushima-
visitorcenter. jp

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

3 5/3(金祝)
第37回こども自然公園大会
「バラモン凧あげ大会」

五島市地域振興部観光物
産課、
(一社)五島市観光協会

五島市
西海国立公園鬼岳園地

青く透きとおった空の下、子供達が自
作した竹とんぼや凧で遊び、たくさん
の笑顔であふれます。

一般 問合せ

五島市地域振興部観光物産課
TEL:0959-74-0811
(一社)五島市観光協会
TEL:0959-72-2963

http://www3.city.goto.nagasaki.jp/

http://eco-kobo.com/
http://www.green-onojo.jp/
http://eco-kobo.com/
http://grosbeak.blog.fc2.com/
http://www.kujukushima-visitorcenter.jp/
http://www.kujukushima-visitorcenter.jp/
http://www3.city.goto.nagasaki.jp/


4 5/5(日祝)
くじゃく祭り
「大崎自然公園ウォーキング大
会」

(一社)川棚町観光協会
川棚町
大村湾県立自然公園大崎自
然公園

海岸から山中まで、クイズに挑戦しな
がら自然公園内をウォーキングしま
す。

一般 無料 詳細はHPまたはイベント
チラシを参照

(一社)川棚町観光協会
TEL:0956-83-3210

http://kankou-kawatana.jp/

熊
本
県

1 4/27(土)
自然とふれあうみどりの月間
「阿蘇の野の花を観察しよう」

九州地方環境事務所
阿蘇くじゅう国立公園管
理事務所

熊本県阿蘇郡高森町
南阿蘇ビジターセンター阿
蘇野草園
(阿蘇くじゅう国立公園)

阿蘇野草園内の春の野草を中心に、自
然観察会を行います。 一般

200円
(保険料)

阿蘇くじゅう国立公園管理事
務所
TEL:0967-34-0254

http://www.env.go.jp/park/aso/topics/
index.html

2 4/29(月祝) 天草サンライズウォーク in 龍ヶ岳 天草サンライズウォーク
実行委員会

上天草市龍ヶ岳町大道港フ
ェリー発着所前広場

キラキラ輝く海、新緑萌える春の天草
路、自然と文化の里、「星空日本一」
の絶景龍ヶ岳登山で、豊かなグリーン
シャワーを浴びながらの健康ウォーク
を行います。

一般
大人2,000円、
子ども(小中学
生)500円

天草サンライズウォーク実行
委員会事務局
TEL:0969-62-1151

3
5/11(土) ・

12(日)

いきものフェアくまもと2019
「来て見て実感！身近な生物多様
性」

熊本市 熊本市動植物園

身近な生きものや私たちのくらしとの
関わりなど、楽しみながら生物多様性
について学べるイベントを開催しま
す。

一般
無料
(別途入園料要)

詳細はHP参照 熊本市環境共生課
TEL:096-328-2352

http://www.city.kumamoto.jp/kankyo/hpKiji/
pub/detail.aspx?
c_id=5&id=21217&class_set_id=20&class_
id=2679

大
分
県

1 4/21(日) 自然観察教室 宇佐自然と親しむ会 歴史博物館 歴史博物館周辺の自然観察を行いま
す。 一般

300円
(資料代、保険料)

要事前申込
定員30名程度
歩きやすい服装

宇佐市生活環境課
TEL:0978-27-8132

http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/11/

2 4/28(日) 猪の瀬戸湿原自然観察会 NPO法人猪の瀬戸湿原
保存の会

別府市東山
猪の瀬戸湿原

阿蘇くじゅう国立公園にある湿原で、
自然観察会を開催します。 一般

200円
(保険料等)

詳細はHP参照
当日参加可
10名以上の団体は要事前
予約

NPO法人猪の瀬戸湿原保全の
会(定松氏)
TEL:0977-66-1269

http://inoseto-psv.la.coocan.jp/

3 5/14(日) 高崎山セラピーロード山開き 大分市
大分市大字神崎
高崎山セラピーロード

大友氏の歴史ロマンと自然に包まれた
ロードを歩いて、こころと身体をリフ
レッシュしましょう。

一般 無料
要事前申込
定員250名
大分駅よりバス送迎

大分市林業水産課
TEL:097-585-6013

https://www.oita-foresttherapy.jp/

1
4/15(月)～

5/5(日)
「春の散歩道」開放 鹿児島県立青少年研修セ

ンター
鹿児島市
県立青少年研修センター

風薫る若葉の季節に本センターの施設
を広く県民に開放し、森林浴をしなが
ら自然に触れます。

一般 無料
詳細はHP参照
4/1(月)から開催

鹿児島県立青少年研修センタ
ー 
TEL:099-294-2111　　　　　　　

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

2 4/20(土)
屋久島感動めぐり
「まるごと屋久島（里編）」 屋久島環境文化財団 屋久島全域 島内一周を行いながら、自然観察を行

います。 一般 1,500円 詳細はHP参照 屋久島環境文化研修センター
TEL:0997-46-2900

http://www.yakushima.or.jp/

3 4/20(土) たけのこホリデイ②
鹿児島県立青少年研修セ
ンター

鹿児島市
県立青少年研修センター

たけのこ掘りをして、春の自然に家族
で親しむ活動を行います。 一般

50円
(保険代)

詳細はHP参照
鹿児島県立青少年研修センタ
ー 
TEL:099-294-2111　　　　　　　

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

4 4/20(土)
ブラっとモリ
「ご存知ですか？上野原遺跡！」

上野原縄文の森・どんぐ
り倶楽部

上野原縄文の森
新緑の中、ブラっと上野原縄文の森を
歩きながら、上野原遺跡の歴史や縄文
の森の魅力をご紹介します。

一般 300円
要事前申込
定員50名程度 上野原縄文の森

TEL:0995-48-5701
http://www.jomon-no-mori.jp/

5
4/20(土)～

21(日)
チャレンジキャンプ春 鹿児島県立奄美少年自然

の家

奄美市
鹿児島県立奄美少年自然の
家

奄美の自然や地場産業を生かした、体
験活動を行います。

小学4年生～中学3
年生 1,800円程度

要事前申込
定員48名程度

鹿児島県立奄美少年自然の家
TEL:0997-53-1032

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

6 4/20(土)
スターウォッチング
「春の星座」

鹿児島県立奄美少年自然
の家

奄美市
鹿児島県立奄美少年自然の
家

望遠鏡を使った星の観測など、春の星
空を学ぶ活動を行います。 一般 無料 詳細はHP参照 鹿児島県立奄美少年自然の家

TEL:0997-53-1032
http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/amami/
index.html

7
4/20(土)・

27(土)
藺牟田池ベッコウトンボ頭数調査 薩摩川内市 薩摩川内市

藺牟田池

藺牟田池に生息する希少野生動植物種
に指定されている、ベッコウトンボの
頭数調査を実施します。

小学生以上
一般 無料

自由参加
動きやすい服装
悪天候の場合中止

薩摩川内市 市民福祉部 環境
課
TEL:0996-23-5111

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

8 4/21(日) 霧島さわやかトレッキング春編 鹿児島県立霧島自然ふれ
あいセンター えびの岳、白鳥山

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
鹿児島県立霧島自然ふれあい
センター
TEL:0995-78-2815

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

http://kankou-kawatana.jp/
http://www.city.kumamoto.jp/kankyo/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=21217&class_set_id=20&class_id=2679
http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/11/
http://inoseto-psv.la.coocan.jp/
http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/seisyouken/index.html
http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/seisyouken/index.html
http://www.jomon-no-mori.jp/
https://www.city.satsumasendai.lg.jp/


鹿
児
島
県

9 4/27(土) 2019みどりの感謝祭
鹿児島県、
かごしまみどりの基金、
鹿児島県森林整備公社

姶良市
県民の森

木工クラフト等の緑の教室や森の散
策、森の運動会など、自然とふれあう
催しです。

一般県民 無料
地球温暖化対策課
TEL:099-286-2546

https://www.pref.kagoshima.jp/kurashi-
kankyo/kankyo/ondanka/shinrin/index.html

10 4/27(土)
屋久島感動めぐり
「まるごと屋久島（森編）」

屋久島環境文化財団 屋久島町ヤクスギランド 屋久杉などの自然観察を行います。 小学生～一般 1,500円 歩きやすい服装 屋久島環境文化研修センター
TEL:0997-46-2900

http://www.yakushima.or.jp/

11 4/27(土)
春の星空観望会
「春の星座と二重星」

鹿児島県立青少年研修セ
ンター

鹿児島市
県立青少年研修センター

春の星座や二重星を観察する活動を行
います。 一般 無料 詳細はHP参照

鹿児島県立青少年研修センタ
ー 
TEL:099-294-2111　　　　　　　

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

12 4/28(日) 屋久島高校連携1日セミナー 屋久島環境文化財団 屋久島全域 屋久島での自然観察を行います。 小学生 300円 詳細はHP参照 屋久島環境文化研修センター
TEL:0997-46-2900

http://www.yakushima.or.jp/

13 4/29(月祝) 2019夏一番海開き in ヨナマビーチ 商工水産観光課、
徳之島観光連盟

ヨナマビーチ 安全祈願祭、潮干狩り、プール・艇庫
無料解放などを行います。

一般 無料 商工水産観光課

14
5/3(金祝)～５

(日祝)
屋久島感動めぐり
「初めての屋久島旅」 屋久島環境文化財団 屋久島全域 島内でトレッキングや自然観察を行い

ます。 一般 25,000円 詳細はHP参照
屋久島環境文化研修センター
TEL:0997-46-2900

http://www.yakushima.or.jp/

15 5/5(日祝) 青少研GOGO若葉フェスタ 鹿児島県立青少年研修セ
ンター

鹿児島市
県立青少年研修センター

ミニＳＬ乗車体験、自然素材を使った
クラフト活動、マウンテンバイクなど
の野外活動、食品販売などを行いま
す。

一般 一部有料 詳細はHP参照
鹿児島県立青少年研修センタ
ー 
TEL:099-294-2111　　　　　　　

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

16 5/5(日祝) なんさつこどもの日オープンデー 鹿児島県立南薩少年自然
の家

南さつま市
鹿児島県立南薩少年自然の
家

施設を開放し、自然素材を使った創作
活動やニュースポーツ等を体験しま
す。

一般 未定 詳細はHP参照
鹿児島県立南薩少年自然の家
TEL:0993-77-2500

http//www.pref.kagoshima.jp.kikan/
nansatsu/

17 5/5(日祝) こどもの日フェスタ 鹿児島県立奄美少年自然
の家

奄美市
鹿児島県立奄美少年自然の
家

体験活動や創作活動を通して、家族の
ふれあいや参加者の交流を行います。 一般 未定 詳細はHP参照

鹿児島県立奄美少年自然の家
TEL:0997-53-1032

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

18 5/12(日) 薬草の集いスプリング 鹿児島県薬剤師会 霧島市溝辺町 薬草教室、園内案内を行います。 一般 無料 詳細はＨＰ参照 鹿児島県薬剤師会
TEL:099-257-8288

http://www.kayaku.jp/

沖
縄

1 4/20(土) 潮干狩り体験教室partⅠ 糸満青少年の家 恩納村 潮干狩りを体験し、海の生物と海の恵
みついて知ります。 親子 1,500円 定員：親子15名程度

糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman/

2 4/20(土) 鳴き声サクセッション 石垣青少年の家 石垣青少年の家キャンプ場

夕刻から夜にかけて森に棲む生き物の
音、鳴き声等に耳をすまし記録し、生
物の移り変わり、自然との一体感を味
わいます。

一般市民 150円/人 定員15名程度 石垣青少年の家
TEL:098082-7301

ishigaki-yh@beach.ocn.ne.jp

3
4/20(土)～

21(日)
自然とふれあう家族の集い
スプリングキャンプ 石川青少年の家 石川青少年の家 家族キャンプを通して、親子のふれあ

いを深めます。
家族 大人2,000円、

子ども1,500円

定員20名
要事前申込
キャンセル料あり

石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://unai-sc.net

4
4/20(土)～

21(日)
春のファミリーキャンプ
「森の生き物探し！」 沖縄県立玉城青少年の家 沖縄県立玉城青少年の家敷

地内
1泊2日の家族キャンプの中で、敷地内
の生き物探しを行います。 家族 2,000円

持ち物：宿泊用具、寝袋
等
定員10家族
要事前申込

玉城青少年の家
TEL:098-948-1518

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

5 4/27(土) 春の星空観察会 沖縄県立玉城青少年の家 沖縄県立玉城青少年屋上 天体望遠鏡を使い、春の星座や惑星の
観察会を行います。

家族
成人 100円 定員50名

要事前申込
玉城青少年の家
TEL:098-948-1518

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

6
4/27(土)～

28(日)
春のファミリーキャンプ 宮古青少年の家 宮古青少年の家

親子で体験活動をし、自らの子育てに
ついて振り返ります。
また、親同士が関わりを持ち、家族間
の絆を深めます。

親子 1,500円/人 定員親子10家族
要事前申込

宮古青少年の家
TEL:0980-72-8884

www.miyako-bannzu.com
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縄
県

7 5/1(水祝) 昆虫切り絵講座 沖縄県立玉城青少年の家 沖縄県立玉城青少年の家敷
地内

昆虫切り絵を作り、自然の中に飾って
遊びます。

家族
小学生 1,000円

定員15名
要事前申込

玉城青少年の家
TEL:098-948-1518

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

8 5/2(木休) ピザ作りとプチ探検 沖縄県立玉城青少年の家 沖縄県立玉城青少年の家敷
地内

ピザ窯を使い野外炊飯を行い、ウォー
クラリーを楽しみます。。

家族
一般

1,000円 定員30名
要事前申込

玉城青少年の家
TEL:098-948-1518

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

9 5/5(日祝) ホタルウォッチングpart1 糸満青少年の家 施設内 ホタルを観察し、その生態を知りま
す。 親子 500円 定員親子20名程度

糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman/

10 5/6(月振) 春の石川岳登山 石川青少年の家 石川青少年の家 春の石川岳登山を楽しみながら、体力
を培い、健康の保持増進に努めます。

一般 800円 定員20名 石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://unai-sc.net

11 5/11(土) ホタルウォッチングpart2 糸満青少年の家 施設内 ホタルを観察し、その生態を知りま
す。 親子 500円 定員親子20名程度 糸満青少年の家

TEL:098-994-6342
www.j-ikusei.jp/itoman/

12 5/11(土)
ようこそ、森の教室へ‼
大野山林自然散策

宮古青少年の家 宮古青少年の家
大野山林の様々な生き物に出会い、観
察し、人と自然のつながりにきづかせ
関心を持たせます。

一般
親子 無料 定員30名

要事前申込
宮古青少年の家
TEL:0980-72-8883

www.miyako-bannzu.com

13 5月 ホタル観察会 那覇市環境保全課 末吉公園
市内有数のホタル生息地である末吉公
園内で観察会を実施し、自然環境の大
切さを認識する機会とします。

市内在住・在勤の
方 無料

要事前申込
定員30名(先着)
軽装(長袖・長ズボン)

那覇市環境保全課
TEL:098-951-3229

http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/
kakyouhozen/kankyoukeihatsu.html
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