
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

群
馬
県

1 7/21(日)～8/20(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/

2 7/21(日)～8/20(火)
第60回企画展
「同居いきもの図鑑」

群馬県立自然史博物館 群馬県富岡市上黒岩1674-1
私たちとともに暮らす「キモカワ」の生きものたちを、実
物や拡大模型で紹介します。

一般
一般720円、

高校生・大学生410円、
中学生以下無料

※9/1(日)まで開催 群馬県立自然史博物館
TEL:0274-60-1200

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

3

①7/22(月)、②7/24(水)、
③7/25(木)、④7/26(金)、
⑤7/29(月)、⑥7/31(水)

こども自然教室 桐生市 桐生自然観察の森
学年に応じ、五感を使い夏の森の季節感を感じたり、生き
ものを発見して捕獲したり、水辺の環境を観察したりし
て、自然に親しみます。

①②小学1・2年生、③小
学3年生、④小学4年生、
⑤小学5年生、⑥小学6年
生

無料 定員各回20名 桐生自然観察の森
TEL:0277-65-6901

http://www.city.kiryu.lg.jp/forest/index.html

4 7/27(土) 夜の生きもの観察会 桐生市 桐生自然観察の森 園内にライトトラップを仕掛け、夜の生きものを捕獲し、
観察します。

中学生以上
(保護者同伴)

無料 定員各回20名 桐生自然観察の森
TEL:0277-65-6901

http://www.city.kiryu.lg.jp/forest/index.html

5 7/27(土) 自然観察会 NPO法人群馬県自然保護
連盟 赤城水源の森

清流に生きる水生昆虫、サンショウウオ、イワナ等を水に
入って探そう。
トンボやチョウ・セミ達と友達になろう。

児童と保護者
300円

(傷害保険料)
定員15組

NPO法人群馬県自然保護連盟
TEL:027-324-5706

http://gunma-shizenhogo.sakura.ne.jp/
schedule.html

6 7/28(日) お花畑の深～イ探求 万座しぜん情報館 群馬県嬬恋村
上信越高原国立
公園

マルハナバチを追跡観察し、花と昆虫の関係について学び
ます。 ○ 一般 1,200円 万座しぜん情報館

TEL:0279-97-4000
http://www.manzanc.jp/

7 7/28(日)
第3回 親子森であそぼう森で学ぼ
う教室

森林学習センター 群馬憩の森
森林学習センター

木の枝や葉で、ひみつ基地を作ります。
親子で相談しながら、取り組んでもらいます。 一般 無料 定員各回30名 森林学習センター

TEL:0279-72-3220
https://www.pref.gunma.jp/01/
e6100001.html

8 7/28(日) 親子のための夏の虫観察会 桐生市 桐生自然観察の森 親子で園内を散策して生きものを捕獲し、観察します。 親子 無料 定員親子10組 桐生自然観察の森
TEL:0277-65-6901

http://www.city.kiryu.lg.jp/forest/index.html

9 7/30(火)
夜の天体観望会
「夜空の星々に願いを」 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、惑星や夏の星座を
観察します。 小学生以上 50円(保険料) 定員各回30名 群馬県立自然史博物館

TEL:0274-60-1200
http://www.gmnh.pref.gunma.jp

10 8/3(土)・10(土) コウモリ探知＆ウォッチング 万座しぜん情報館 群馬県嬬恋村 上信越高原国立
公園 コウモリの超音波を探知しながら、観察します。 ○ 一般 500円

万座しぜん情報館
TEL:0279-97-4000

http://www.manzanc.jp/

11 8/4(日)・11(日祝) 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

館内展示の解説と、万座を代表する観光スポットを自然散
策します。 ○ 一般 400円 万座しぜん情報館

TEL:0279-97-4000
http://www.manzanc.jp/

12 8/4(日)

ファミリー自然観察会
「水の中の生きものを調べよ
う」

群馬県立自然史博物館 群馬県富岡市上黒岩1674-1
甘楽富岡周辺の河川敷で、水の中の生きものを観察しま
す。

家族向け
(4才以上)

50円(保険料) 定員各回30名
群馬県立自然史博物館
TEL:0274-60-1200

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

13 8/7（水）
企画展スペシャルトーク
「子どもに向けて話す、昆虫や虫
とのつきあい方」

群馬県立自然史博物館 群馬県富岡市上黒岩1674-1
昆虫科学教育館の久留飛氏を講師に、昆虫とのつき合い方
をわかりやすく紹介します。 親子向け 無料 群馬県立自然史博物館

TEL:0274-60-1200
http://www.gmnh.pref.gunma.jp

14 8/10(土)～18(日) サマーウィーク 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
オリエンテーリング、クラフトなどの体験イベントを日替
わりで実施します。 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/

15 8/10(土)
第5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
人々の暮らしと、自然や植物との関わりについて解説しま
す。（人々の生活と植物） 一般 無料

森林学習センター
TEL:0279-72-3220

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

16 8/11(日祝)
上信越高原国立公園70周年 山の
日記念
篭ノ登山ハイキング

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 篭ノ登山に登山します。 ○ 一般 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/

17 8/11(日祝) 尾瀬の星空と天体のおはなし (公財)尾瀬保護財団 群馬県片品村
山の鼻ビジターセンター

尾瀬国立公園 夏の星座や惑星などの解説を聞きながら、尾瀬の星空を観
察します。

尾瀬山ノ鼻地区宿泊者 無料 詳細はHP参照 (公財)尾瀬保護財団
TEL:027-220-4431

https://www.oze-fnd.or.jp/

18 8/11(日祝) 自然観察会と保護活動
群馬県
（実施：NPO法人群馬県
自然保護連盟）

赤城山　鍋割山 県自然環境保全地域の山を歩こう！
植物や野鳥の生態を学ぼう！ 一般 無料 定員各回30名

NPO法人群馬県自然保護連盟
TEL:027-324-5706

https://www.pref.gunma.jp/04/
e2300415.html

19 8/12(月振)
プランクトンと食虫植物ウォッ
チング 万座しぜん情報館 群馬県嬬恋村 上信越高原国立

公園
オタマジャクシの放流、水生昆虫やモウセンゴケなどの観
察をし、食物連鎖について学ぶ。 ○ 一般 1,200円 万座しぜん情報館

TEL:0279-97-4000
http://www.manzanc.jp/

20 8/18(日) 自然観察会と保護活動
群馬県
（実施：NPO法人群馬県
自然保護連盟）

谷川　湯檜曽川 特定外来生物オオハンゴンソウ駆除作業を体験しよう。
周辺の植生を知り、自然の仕組みを考えよう。

一般 無料 定員各回30名
NPO法人群馬県自然保護連盟
TEL:027-324-5706

https://www.pref.gunma.jp/04/
e2300415.html

21 8/19(月)・20(火) 池の平ハイキング 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 池の平湿原の花を観察しながら、ハイキングします。 ○ 一般 500円 ※8/30(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/

新
潟
県

1 7/28(日) 夏休み 子供工作教室 見附市 新潟県見附市
大平森林公園 雄大な自然の中で、小鳥の巣箱作りにチャレンジ！ 一般

大平森林公園
TEL:0258-62-4217

http://www.sasahara-con.co.jp/ohhira/
ohhira.html

2 8/18(日) 第9回「Eボート大会」 見附市 新潟県見附市
大平森林公園

4.3haの大平堤で、Eボート(10人乗り大型ゴムボート)乗船
にチャレンジ。

一般 1チーム(10名)5,000円
大平森林公園
TEL:0258-62-4217

http://www.sasahara-con.co.jp/ohhira/
ohhira.html

長
野
県

1 7/21(日)～8/20(火) ガイドウォーク 自然公園財団上高地支部 長野県松本市
中部山岳国立公
園

ビジターセンターから明神池もしくは大正池の区間につい
て、自然解説を行いながら散策します。

○ 一般 500円 ※11月上旬まで開催 上高地ビジターセンター
TEL:0263-95-2606

https://www.kamikochi-vc.or.jp/

2 7/21(日)～8/20(火) シダ観察会 自然公園財団上高地支部 長野県松本市 中部山岳国立公
園

ビジターセンターから明神池に至る区間でみられる、シダ
を解説付きで観察します。 一般 500円 ※9月まで開催 上高地ビジターセンター

TEL:0263-95-2606
https://www.kamikochi-vc.or.jp/

3 7/21(日)
たかもり生きものしらべ山歩き
本高森山 高森町 長野県高森町　 中央アルプス県

立公園
動植物を観察・記録しながら、高森町の最高地点本高森山
に登ります。 ○ 小学校4年生以上 無料 要事前申込

高森町役場環境水道課
TEL:0265-35-9409

4 7/21(日)～8/20(火)
自然トピック展示
「南アルプスと中央アルプスの高
山植物」

飯田市美術博物館 長野県飯田市 南アルプスと中央アルプスに生育する高山植物を、標本と
写真で紹介します。

○ 一般
観覧料大人310円

(7/20(土)～9/1(日)小中学生無
料)

詳細はHP参照
※12/8(日)まで開催

飯田市美術博物館
TEL:0265-22-8118

https://www.iida-museum.org

5 7/27(土) 葉っぱ図鑑を作ろう！ 辰野町教育委員会 グリーンビレッジ横川
かやぶきの館

川島を歩き自然と触れ合いながら、葉っぱの形を写し取
り、図鑑を作ります。 ○ 小学生 無料 6/28応募締切 辰野町民会館

TEL:0266-41-1681

6
7/29(月)～31(水)、8/2(金)・

8/3(土)
千曲川ラフティング 中野市 長野県中野市

千曲川
川下りという自然体験の中で、自然環境保全要性を感じて
もらうこと目的とします。

中野市内在住の小学2年生
以上 無料 詳細はHP参照

中野市環境課
TEL:0269-22-2111
(内線247)

https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/
2018052300038/

7 8/11(日祝) 四方山祭り in 上高地
中部山岳国立公園管理事務
所、
松本市ほか５者

長野県松本市 中部山岳国立公
園

山の日の理念を広く国民に普及啓発し、山の日について理
解を深めてもらいます。 ○ 一般

無料
(ブースやイベントにより有
料)

https://www.kamikochi.or.jp/article/show/25

岐
阜
県

1 8/4(日) 納古山登山 七宗町 納古山 納古山(標高633m)に登ります。
片道2時間程度で、山頂からは絶景が眺められます。 〇 一般 1,000円(保険料込) 歩きやすい服装 七宗町役場企画課

TEL:0574-48-2291
http://www.hichiso.jp
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