
平成31年度「みどりの月間の集い」実施行事一覧_期間外(4/14以前、5/15以降）

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

岐
阜
県

1 5～2月 飛騨高山・山の自然学校 高山市環境政策推進課 乗鞍岳 他を予定
乗鞍岳などの自然豊かなフィールドで年6回、自然観察会
などを開催します。

高山市民 必要に応じて徴収
要事前申込
(4月中に募集開始予定)

高山市環境政策推進課
TEL:0577-35-3533 －

2 8～10月
「山の日」
自然公園ガイドツアー 高山市環境政策推進課 乗鞍岳 他を予定

「山の日」の制定を記念し、乗鞍岳などでガイド引率によ
る軽登山を行います。 高山市民 必要に応じて徴収

要事前申込
(詳細未定)

高山市環境政策推進課
TEL:0577-35-3533 －

愛
知
県

1 毎月第4日曜日 二村山自然観察会 豊明二村山自然観察会 豊明市二村山緑地 野鳥・植物・昆虫などの観察をして、自然に親しみます。 一般 無料 詳細はHP参照 豊明市都市計画課
TEL:0562-92-1114

http://www.toyoakejoho.net./toyo/group/
dantai/124_hutamurasizen.html

2 5/18(土) 山で発見！ヒメボタル
共催
知多自然観察会、
美浜町　

美浜町
時志観音

陸に住むヒメボタルをご存知ですか？
空に地に舞うホタルの輝きに出会えるかな？

小学生以下は保護者
同伴

50円
(保険代)

持ち物：懐中電灯、運動
靴(サンダル不可)

美浜町環境課
TEL:0569-82-1111 http://chitakan.com/

3 5/19(日) 自然ふれあいフェスタ 豊田市自然観察の森 豊田市自然観察の森
みんなで楽しく自然とふれあおう！
ミュージカルや体験イベントが盛りだくさんです。 親子、一般 無料

ミュージカルは要事前申
込(当日席あり)

豊田市自然観察の森
TEL:0565-88-1310 http://www.toyota-kansatsu.com/

4 5/19(日) 第2回探鳥会 (公財)愛知公園協会 弥富市
弥富野鳥園

園内保護地でガイドと一緒に、野鳥観察をします。
2kmのコースを2時間歩きます。

一般 無料 歩きやすい服装、長靴か
運動靴で

弥富野鳥園
TEL:0567-68-2338

http://www.aichi-park.or.jp/yachou/

5 6/2(日) 第3回ミニ探鳥会 (公財)愛知公園協会 弥富市
弥富野鳥園

園内保護地でガイドと一緒に、野鳥観察をします。
1kmのコースを1時間歩きます。 一般 無料 歩きやすい服装、長靴か

運動靴で
弥富野鳥園
TEL:0567-68-2338 http://www.aichi-park.or.jp/yachou/

6 毎月第1日曜日 自然ウォッチング NPO法人海上の森の会 海上の森
海上の森の自然を実際に見て触れて、その時々の海上の森
の自然を満喫します。

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

無料 詳細はHP参照
NPO法人海上の森の会
TEL:0561-21-9298 http://kaishonomori.com/

7 6/9(日) おさんぽdeいきものみっけ 愛知県 愛・地球博記念公園
モリコロパーク

モリコロパーク内をおさんぽをしながら、生きものを見つ
けたり、クイズを解いたりするイベントを開催します。

一般 無料
東邦ガス(株)協賛
詳細はHP参照(5月中旬に
掲載)

もりの学舎
TEL:0561-61-2315

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kankyokatsudo/h31osanpo.html

8 6/15(土) 星空観察会 豊根村観光協会 休暇村茶臼山高原
星空案内人と楽しく学べ、実際に望遠鏡での観察ができま
す。
予約不要・無料で参加頂けます!!

一般 無料 事前申込不要
豊根村観光協会
TEL:0536-87-2525 http://www.toyonemura-kanko.jp/

9 6/16(日) 第3回探鳥会 (公財)愛知公園協会
弥富市
弥富野鳥園

園内保護地でガイドと一緒に、野鳥観察をします。
2kmのコースを2時間歩きます。 一般 無料

歩きやすい服装、長靴か
運動靴で

弥富野鳥園
TEL:0567-68-2338 http://www.aichi-park.or.jp/yachou/

10 6/16(日) 干潟の生き物
共催
知多自然観察会、
美浜町　

美浜町
山王川

町内には主に8つの河川があります。
その一つである山王川の河口、干潟で貝やカニなどを観察
してみませんか？

小学生以下は保護者
同伴

50円
(保険代)

持ち物：タモ、バケツ、
長靴(サンダル不可)

美浜町環境課
TEL:0569-82-1111

http://chitakan.com/

11 6/29(土)・30(日) 矢並湿地自由観察の日 豊田市自然観察の森 豊田市自然観察の森
矢並湿地

矢並湿地で、トンボや草花観察をします。 一般 無料 現地集合
豊田市自然観察の森
TEL:0565-88-1310 http://www.toyota-kansatsu.com/

12 6/30(日) 海辺の生き物
共催
知多自然観察会、
美浜町　

美浜町
冨具崎港

潮だまりに生きるフジツボ・イソギンチャク・カニ・魚、
砂浜に根を張る植物たち･･･。
何か新しい発見をすることができるかな？

小学生以下は保護者
同伴

50円
(保険代)

持ち物：タモ、バケツ、
長靴(サンダル不可)、カ
ギ

美浜町環境課
TEL:0569-82-1111 http://chitakan.com/

13
8/3(土)～5(月)、

9/14(土)～15(日)
豊明のナガバノイシモチソウ一
般公開

豊明市 豊明市沓掛町小迴間地内 日本固有の新種で、モウセンゴケ科の食虫植物である、赤
花のナガバノイシモチソウを観察します。

一般 無料

歩きやすい服装で
雨天中止、少雨決行
同日程で8/5を除き大狭間
湿も同時公開

豊明市生涯学習課
TEL:0562-92-8317 https://www.city.toyoake.lg.jp/1103.htm

14 8/10(土)～11(日祝) アウトドア大作戦 in 若狭湾
津島スポーツクラブホワイ
トウイングズ 国立若狭湾青少年自然の家

シーカヤックや磯観察など、若狭湾の海で様々な体験活動
を実施します。

小学4年生以上
(クラブ会員は小学3

年生以上参加可)

会員12,000円、
非会員14,000円 定員40名

津島市教育委員会
TEL:0567-55-9428

15 9/7(土) 布土川の生き物観察
共催
知多自然観察会、
美浜町　

美浜町
布土川

布土川は町内でも多くの水棲生物が生息する河川の一つで
す。
カワムツ・ウナギ・ヨシノボリなど何が生息しているので
しょうか？

小学生以下は保護者
同伴

50円
(保険代)

持ち物：タモ、バケツ、
長靴（サンダル不可）

美浜町環境課
TEL:0569-82-1111

http://chitakan.com/

16 10/13(日)・14(月祝) 2019いちのみや秋の緑化フェア
いちのみやリバーサイドフ
ェスティバル運営協議会

国営木曽三川公園
138タワーパーク

苗木・花苗の販売や配布、緑化について考えるイベント
や、親子体験教室を開催します。 一般 無料

一宮市公園緑地課緑化グ
ループ
TEL:0586-28-8636

http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/

17 1/18(土)～19(日) アウトドア大作戦 in 立山 津島スポーツクラブホワイ
トウイングズ

国立立山青少年自然の家 雪像造りやチューブすべりなど、立山の雪を使った体験活
動を実施します。

小学3年生以上
会員12,500円、
非会員15,000円

定員35名
津島市教育委員会
TEL:0567-55-9428

18 2/23(日祝) 冬鳥と旅鳥　カワウの子育て 美浜町 美浜町
総合公園体育館

一年中いるものや渡って来るもの、群れや単独でいるもの
など、鳥たちの冬の様子を観察してみませんか？

小学生以下は保護者
同伴

50円
(保険代)

持ち物：双眼鏡(町貸与
有)、図鑑など

美浜町環境課
TEL:0569-82-1111

なし

三
重
県

1 5/19(日) 海女さんの磯で、海の生き物観
察

伊勢志摩国立公園自然ふれ
あい推進協議会

志摩市志摩町片田
麦崎海岸
(伊勢志摩国立公園)

麦崎海岸は魚介類が豊富で、日本有数の海女の漁場です。
潮の引いた磯で、海の生き物を観察しましょう。

小学生以上
大人200円、
小人100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/

2 5/19(日) 亀山里山公園「みちくさ」
春のイベント

亀山市 亀山市
亀山里山公園「みちくさ」

里山の自然を満喫しながら楽しめるイベントです。
体験イベントもあります。

一般 無料
亀山市生活文化部環境課
環境創造G

TEL:0595-96-8095

http://www.city.kameyama.mie.jp

3 6/8(土) 海の神様、青峰山を歩こう 伊勢志摩国立公園自然ふれ
あい推進協議会

鳥羽市松尾町～志摩市磯部
町上之郷
(伊勢志摩国立公園)

青峰山の正福寺は、海の神様として知られる霊山です。
新緑のトンネルと野鳥のさえずりを、楽しみながら歩きま
す。

小学生以上 大人200円、
小人100円

弁当持参
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/

4 6/23(日) 横山の昆虫観察会 伊勢志摩国立公園自然ふれ
あい推進協議会

志摩市阿児町鵜方
横山園地
(伊勢志摩国立公園)

初夏から梅雨にかけては、昆虫が最も豊かに見られる季節
です。
緑豊かな横山で、いろいろな種類の昆虫を探しましょう。

小学生以上
大人200円、
小人100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/
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