
令和元(2019)年度「自然に親しむ運動」実施行事一覧(7/21～8/20）

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

北
海
道

1 7/21(日)～8/18(日)
夏休み企画
クラフト体験
「ジオ時計づくり」

洞爺湖ビジターセンター等
利用協議会

洞爺財田自然体験
ハウス

支笏洞爺国立公
園

洞爺湖周辺の木の実や枝、内浦湾の貝殻や石などを使っ
て、オリジナルの「時計」を作ります。 小中学生向け 500円(税込) 随時受付

7/19(金)から開催
洞爺財田自然体験ハウス
TEL:0142-82-5999

www.toyako-vc.jp./takarada/index.html

2 7/21(日)～8/18(日) 夏休み企画
スタンプラリー

洞爺湖ビジターセンター等
利用協議会

洞爺財田自然体験
ハウス

支笏洞爺国立公
園

体験ハウスに隣接している遊歩道で、自然と親しむスタン
プラリーを実施します。

小中学生向け 200円(税込) 随時受付
7/19(金)から開催

洞爺財田自然体験ハウス
TEL:0142-82-5999

www.toyako-vc.jp./takarada/index.html

3 7/21(日)、8/18(日) 春採湖畔探鳥会 釧路市立博物館 北海道釧路市春採公園 春採湖畔を散策しながら、水辺の鳥を観察します。 一般 無料 歩きやすい服装
雨天中止

釧路市立博物館
TEL:0154-41-5809

http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

4 7/26(金)～28(日) ホタルの週末 釧路湿原国立公園連絡協議
会

北海道鶴居村温根内
温根内ビジターセンター

釧路湿原国立公
園

釧路湿原に棲むヘイケボタル。
その不思議な生態と観察方法を学んでから、夜の湿原へと
出かけます。

一般 無料 要申込、定員なし 温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

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

5 7/27(土)
夏休みこどもスペシャル☆　～野
生動物を守る！獣医さんと環境
省のお仕事体験～

ウトナイ湖野生鳥獣保護セ
ンター

ウトナイ湖野生鳥獣保護センター 国指定鳥獣保護
区

ウトナイ湖野生鳥獣保護センターの仕事を紹介します。
センター職員や環境省のレンジャーと一緒に、自然環境の
保護について学びます。

小学校3～6年生 無料 要事前申込7/2～7/25
定員15名

ウトナイ湖野生鳥獣保護セン
ター
TEL:0144-58-2231

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/
shizen/shizenhogo/utonai/
hogo_center.html

6

7/27(土)・28(日)、8/3(土)・
4(日)・10(土)・11(日祝)・
12(月振)・17(土)・18(日)　

夏のウトナイ湖・
ウォークラリー

ウトナイ湖野生鳥獣保護セ
ンター ウトナイ湖野生鳥獣保護センター 国指定鳥獣保護

区

受付後、約500ｍの自然観察路を一周しながら、途中のポ
イントに設置された夏の自然に関するクイズに挑戦しま
す。

一般 無料
申込み不要。
当日10:00～16:00の間、随
時受付

ウトナイ湖野生鳥獣保護セン
ター
TEL:0144-58-2231

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/
shizen/shizenhogo/utonai/
hogo_center.html

7 7/28(日) オープンファーム体験 旭川市江丹別公民館 旭川あらかわ牧場 バター作り・乳しぼり体験等を行います。 一般 500円
要事前申込：7/19(金)から同
館まで
定員名(先着各20組)

旭川市江丹別公民館
TEL:0166-73-2230

-

8 8/1(木)～8/15(木) 夏休み企画
「阿寒の自然スライドショー」

阿寒湖畔エコミュージアム
センター運営推進協議会

北海道
阿寒湖畔エコミュージアムセンタ
ー

阿寒摩周国立公
園

1日2回、阿寒の自然を紹介するスライドショーを行いま
す。 一般 無料 定員各回25名

阿寒湖畔エコミュージアムセ
ンター
TEL:0154-67－4100

http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

9 8/3(土) 夏の自然観察会 支笏洞爺国立公園管理事務
所

北海道千歳市
支笏湖周辺

支笏洞爺国立公
園 夏の草花、樹木の様子を観察します。 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

10 8/4(日) クリーンデーキャンペーン
「ボッケクリーンウォーク」

阿寒湖畔エコミュージアム
センター運営推進協議会

北海道
阿寒湖（ボッケ周辺） 阿寒摩周園 阿寒湖畔のボッケ遊歩道を、清掃や外来種駆除をしながら

ご案内します。 一般 無料 定員30名
阿寒湖畔エコミュージアムセ
ンター
TEL:0154-67－4100

http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

11 8/4(日) クリーンデーキャンペーン
「雌阿寒岳清掃登山」

阿寒湖畔エコミュージアム
センター運営推進協議会

北海道
雌阿寒岳

阿寒摩周国立公
園 雌阿寒岳を清掃しながら登山します。 ○ 一般 3,500円 定員10名

阿寒湖畔エコミュージアムセ
ンター
TEL:0154-67－4100

http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

12 8/4(日) 盛夏の花を見に行こう 釧路湿原国立公園連絡協議
会

北海道鶴居村温根内
温根内ビジターセンター

釧路湿原国立公
園

盛夏の釧路湿原の花々をじっくりと観察します。
熱中症対策を忘れないでください。 一般 無料 要事前申込

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/

13 8/4(日) 虫の学校 旭川市神楽公民館 旭川市神楽公民館及び見本林 昆虫採集と標本作りを行います。 小学生と保護者 無料
要事前申込：7/23(火)から同
館まで
定員名(先着10組)

旭川市神楽公民館
TEL:61-6194

14 8/7(水)～8/8(木)
あさひかわ自然共生ネットワー
ク
「緑の回廊展」

あさひかわ自然共生ネット
ワーク

旭川市科学館（サイパル）1階特
別展示室

環境を考える団体の活動紹介のパネル展、自然観察会やワ
ークショップを通して、自然との共生についての意識を高
めます。

一般 無料 申込不要

あさひかわ自然共生ネットワ
ーク事務局・旭川市環境総務
課
TEL:0166-25-5350

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/
kurashi/271/299/304/p005701.html

15 8/10(土) 釧路湿原自然と歴史を訪ねて 釧路湿原国立公園連絡協議
会

北海道標茶町
サルボ展望台

釧路湿原国立公
園

釧路湿原に残る縄文時代の遺跡などを見ながら、自然と共
に暮らしてきた縄文人やアイヌの人々の生活を知る催しで
す。

一般 無料 要事前申込
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/

16 8/10(土) しらべてみよう春採湖の昆虫 釧路市立博物館 北海道釧路市春採公園 春採湖畔を散策しながら、夏の昆虫を観察します。 一般 50円(保険料) 歩きやすい服装
雨天中止

釧路市立博物館
TEL:0154-41-5809

http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

17 8/11(日祝) ザリガニウォッチング
～ウチダザリガニ編～

釧路湿原国立公園連絡協議
会

北海道鶴居村温根内
温根内ビジターセンター

釧路湿原国立公
園

特定外来生物のウチダザリガニを捕獲し、外来生物の脅威
について学びます。 一般 無料 要事前申込

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 8/17(土) ウチダザリガニ捕獲大作戦 旭川市江丹別公民館 嵐山中央会館
（徒歩で川に移動） 川に入り、ウチダザリガニの捕獲と試食を行います。 小学生以上 無料

要事前申込：7/19(金)～
8/9(金)に同館まで
定員20名(先着)

旭川市江丹別公民館
TEL:0166-73-2230

19 8/17(土) 春採湖畔草花ウオッチング 釧路市立博物館 北海道釧路市春採公園 春採湖畔を散策しながら、夏の花を観察します。 一般 50円(保険料) 歩きやすい服装
雨天中止

釧路市立博物館
TEL:0154-41-5809

http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/
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