
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

茨
城
県

1 8/1(木) 少年少女教室 ひたちなか市 那珂湊コミュニティセンター 茨城県植物園へ移動学習を行います。
内容は森林・林業体験学習です。

市内在住の小学4～6年生 無料
要事前申込：官製はがきで
7/3(必着)

定員30名

ひたちなか市生涯学習課
TEL:029-272-6301

http://www.city.hitachinaka.lg.jp/soshiki/
5/10/2019_kouza/16075.html

栃
木
県

1 7/21(日)
カッコイイを極める登山
社山

(一財)自然公園財団日光支
部(日光湯元ビジターセン
ター)

栃木県日光市中宮祠
社山登山道 日光国立公園

皆で中禅寺湖を一望出来るルートを通り、山頂を目指しま
す。
山頂ではスタッフがコーヒーを淹れる等、渋さ、カッコよ
さが詰まった登山です。

○
18歳以上
健脚向け 4,000円 要事前申込

定員に達し次第受付終了

(一財)自然公園財団日光支部
(日光湯元ビジターセンター)
TEL:0288-62-2461

http://nikkoyumoto-vc.com/

2 7/21(日)～8/20(火)
ふれあいの森無料ミニプログラ
ム 那須平成の森 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

3 7/21(日)・26(金)～28(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
「秘密の花園を訪れる～ひっそ
りと咲く花たち～」

那須平成の森 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
(一部18歳以上70歳未満)

小中学生800～1,400円、
大人1,600～2,800円 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

4
8/1(木)～4(日)・9(金)～

18(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
「心の夏休み、森の中で冷んや
りリフレッシュ」

那須平成の森 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
(一部18歳以上70歳未満)

小中学生800～1,400円、
大人1,600～2,800円 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

5 7/21(日)
インタープリターと一緒に学ぶ、
植物調査！ 那須平成の森 栃木県

那須平成の森 日光国立公園
特に草本（木ではない植物）のみをピックアップし、イン
タープリターが行っている植物調査に同行してもらいま
す。

○ 高校生以上 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

6
7/21(日)～30(火)の休館日(水)

以外の毎日
ENJOYクラフト 7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、ネイチャーフォトフ
レーム作りを行います。 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/
event/enjoycraft1907/

7 7/21(日)
とっておき講座
「いろいろな冬虫夏草を見てみ
よう」

栃木県立博物館
栃木県宇都宮市
栃木県立博物館

多様な虫に生える冬虫夏草の、不思議な形や生態を紹介し
ます。 どなたでも 無料

要事前申込
定員40名(先着)

栃木県立博物館教育広報課
TEL:028-634-1312

http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/
index.shtml

8 7/21(日) 根本山しぜん体験教室 真岡市 栃木県真岡市
根本山自然観察センター 夜の里山探検を行います。 ○ 一般・親子 無料 詳細はHP参照 根本山自然観察センター

TEL:0285-83-6280
https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/
kankyo/6/index.html

9 7/21(日)～24(水) どきどきキャンプ 太平少年自然の家
栃木県栃木市
太平少年自然の家
鹿沼市自然体験交流センター

野外での活動の基礎や、調理等防災に関する知識を身につ
けます。 ○ 県内の小学4年～6年生 12,000円 太平少年自然の家

TEL:0282-24-8551
http://www.pref.tochigi.lg.jp/m62/education/
shougai/kanrenshisetu/ohira-top.html

10 7/27(土)
森の集い
「藍の生葉染めわくわく体験  ～
夏空色に染めてみよう！～」

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 種から育てたタデアイの葉を使い、生葉染めを行います。 ○ 県内在住者 1,000円/人 要事前申込

定員60名(先着)

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

11 7/27(土)～28(日) 森遊びキャンプ 志民活動センター たんた
んCafe

栃木県塩谷郡高根沢町
陽だまり保育園

虫捕り、夜の森探検等、自然の中で様々な体験ができま
す。 小学生 3,000円 高根沢町社会福祉協議会

TEL:028-675-4777

12 7/27(土) 水中の生物 市貝町 栃木県市貝町 小川で水生昆虫や魚を採集して、観察します。 町内在住・在勤者 500円 最少催行人員5名 市貝町中央公民館
TEL:0285-68-0020

13 7/28(日) 日光・湯本の昆虫観察会 栃木県立博物館 栃木県日光市
湯元スキー場 日光国立公園 日光市湯元の湯元スキー場で、昆虫観察を行います。

どんな昆虫が見つかるかな？
小学生以上

(保護者同伴)
100円(保険料)

要事前申込
定員20名(先着)

栃木県立博物館教育広報課
TEL:028-634-1312

http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/
index.shtml

14 7/28(日) 親子で夏の滝探検 in 奥日光 日光自然博物館 栃木県日光市
庵滝 日光国立公園 深い森の奥に隠れた滝「庵滝」を目指す、親子向けハイキ

ングです。 小学校4年生以上の親子 2,000円 日光自然博物館
TEL:0288-55-0880

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

15 7/28(日)
森の集い
「藍の生葉染め講座 ～栽培から
染色まで～」

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

タデアイの栽培方法を学び、収穫から染色までを体験しま
す。 ○ 県内在住者 1500円/人 要事前申込

定員25名(先着)

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

16 8/1(木)～25(土)の毎日 ENJOYクラフト！ 8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、木の枝えんぴつ作り
を行います。

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/
event/enjoycraft1907/

17 8/1(木)～4(日)
天体観望会
「スターウィーク」

太平少年自然の家 栃木県栃木市
太平少年自然の家

大型望遠鏡で、惑星や夏の星座等を観察します。 どなたでも 無料 当日受付 太平少年自然の家
TEL:0282-24-8551

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m62/education/
shougai/kanrenshisetu/ohira-top.html

18 8/2(金)・9(金)・16(金)
中禅寺湖畔ナイトハイキング
2019

日光自然博物館 栃木県日光市
中禅寺湖 日光国立公園 中禅寺湖畔で、暗闇や様々な夜の生きものを楽しむナイト

ハイキングを行います。 親子・一般 1,000円 ※8/23(金)にも実施 日光自然博物館
TEL:0288-55-0880

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

19 8/3(土)～4(日) 夏休み！親子で森の宿泊体験 那須平成の森 栃木県
那須平成の森 日光国立公園 朝から夜まで、五感を使って森をたくさん感じよう！

宿泊は、那須平成の森近くにあるロッジを利用します。 〇 小学生以上の親子
親子2名18,000円、

1名追加8,000円 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

20 8/3(土) 木の葉化石をしらべよう 栃木県立博物館 栃木県那須塩原市
木の葉化石園 日光国立公園 塩原の木の葉化石園で、美しい植物化石を採集します。 小学生以上

(保護者同伴)
700円(保険料込)

要事前申込
定員20名(先着)

栃木県立博物館教育広報課
TEL:028-634-1312

http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/
index.shtml

21 8/3(土)・4(日)
夏休み自由研究企画
オニムシミステリーツアー

塩原温泉ビジターセンター 栃木県那須塩原市
塩原温泉ビジターセンター

日光国立公園　　　
　　　　　　　　　
　　　

塩原の森に生息するカブトムシやクワガタムシの生態・飼
育法を学習しながら、飼育セットを完成させます。

〇 一般・家族
(子供から大人まで)

1,200円
要事前申込、7/1(月)から電
話・メールで受付開始。
定員各回35名(先着)

塩原温泉ビジターセンター
TEL:0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp/vc/

22 8/3(土)・10(土)・17(土) 戦場ヶ原ナイトハイキング2019 日光自然博物館 栃木県日光市
戦場ヶ原 日光国立公園 戦場ヶ原を歩き暗闇や星空、ホタルなど夜の自然に親しみ

ます。 親子・一般 1,000円 ※8/24(土)にも実施 日光自然博物館
TEL:0288-55-0880

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

23

8/3(土)・4(日)・10(土)・
11(日祝)・17(土)・18(日)・

24(土)・25(日)

祝・ミシュラングリーンガイド掲
載2019

日光自然博物館
栃木県日光市
戦場ヶ原 日光国立公園

戦場ヶ原の自然を自然解説員と楽しむ、ライトなガイドウ
ォークです。 親子・一般 500円

日光自然博物館
TEL:0288-55-0880

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

24 8/3(土)～8/4(日)

森の集い
「キャンプファイアと早朝散
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
栃木県県民の森キャンプ場

県民の森キャンプ場に宿泊し、夜はキャンプファイアを楽
しみます。 ○ 県内在住者 3,300円/組

要事前申込
定員15組(45名程度)(先着)

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

25 8/10(土)
親子で自由研究！ 
チョウチョの「はね」図鑑 那須平成の森 栃木県

那須平成の森 日光国立公園 チョウチョの「翅の模様」に注目した図鑑を作成します！ ○
小学生以上

(保護者同伴)
1,800円 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

26 8/10(土)～8/12(月振)
「山の日」を楽しむ！
塩原温泉ビジターセンター夏ま
つり！

塩原温泉ビジターセンター
栃木県那須塩原市
塩原温泉ビジターセンター

日光国立公園　　　
　　　　　　　　　
　　　

「作ってみよう」夏の森編！
夏休み自由研究プログラム
塩原の森を学習しながら、木の実などを使用して、大人か
ら子供まで楽しめる各種制作プログラムです。

〇
一般・家族

(子供から大人まで)
300円～1,000円

要事前申込、7/8(月)から電
話・メールで受付開始。
定員各回35名(先着)    

塩原温泉ビジターセンター
TEL:0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp/vc/

27 8/10(土)～8/12(月振) 「遊歩道の森自然散策」
盛夏の森散策 塩原温泉ビジターセンター

栃木県那須塩原市
塩原温泉ビジターセンター及びそ
の周辺

日光国立公園　　　
　　　　　　　　　
　　　

遊歩道の森を抜け、塩原渓谷の森を目指します。
2時間程度のショート散策プログラムです。 〇

一般・家族
(子供から大人まで)

300円～1,000円
要事前申込、電話・メール
にて随時受付
定員各回20名(先着)

塩原温泉ビジターセンター
TEL:0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp/vc/

28 8/10(土)～11(日祝) ふれあい登山教室 in 那須連峰① なす高原自然の家
栃木県那須町
なす高原自然の家とその周辺、茶
臼岳

1日目は足慣らしのハイキングを行い、2日目は茶臼岳登山
を行います。 ○ 親子

大人9,000円、
大学生以下8,500～4,500円
(県外別料金)

要事前申込:6/4(火)～
6/18(火)
抽選

なす高原自然の家
TEL:0287-76-6240

http://windy-nasu.jp/

29 8/10(土) 昆虫標本をつくろう 栃木県立博物館 栃木県宇都宮市
栃木県立博物館

いつ、どこに、その生き物がいたかという、証拠となる標
本づくりをします。

小学生以上
(保護者同伴)

無料
要事前申込
定員30名(先着)

栃木県立博物館教育広報課
TEL:028-634-1312

http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/
index.shtml

30 8/11(日祝)
山の日記念
ネイチャートレッキング  in  社山 日光自然博物館

栃木県日光市
社山 日光国立公園 自然観察も楽しみながらの、登山イベントを行います。 〇 親子・一般 未定 日光自然博物館

TEL:0288-55-0880
https://www.nikko-nsm.co.jp/

31 8/11(日祝) 根本山しぜん体験教室 真岡市 栃木県真岡市
根本山自然観察センター タマムシを見に行こう！ ○ 一般・親子 無料 詳細はHP参照

根本山自然観察センター
TEL:0285-83-6280

https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/
kankyo/6/index.html

32 8/19(月)・20(火)
ベーシックツリークライマー講
習会 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 ツリークライミングジャパン公式の資格取得講習会です。

ツリークライミングの基本的な技術を実習で学びます。 ○ 16歳以上 36,000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/
event/enjoycraft1907/

33 8/20(火)
天体観望会
（第1回） 太平少年自然の家 栃木県栃木市

太平少年自然の家 大型望遠鏡で月や惑星、夏の星座などを観察します。 どなたでも 無料
当日受付
（第2～3回は1～2月に実施
予定）

太平少年自然の家
TEL:0282-24-8551

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m62/education/
shougai/kanrenshisetu/ohira-top.html

1 7/21(日)～8/20(火) 戸田ヶ原ガイドウォーク (公財)戸田市水と緑の公社 埼玉県戸田市
荒川第一調整池
(彩湖・道満グリ
ーンパーク)

公園の環境や戸田ヶ原自然再生事業の取り組みを、紹介し
ます。 一般 無料 歩きやすい服装

※通年開催
(公財)戸田市水と緑の公社
TEL:048-449-1550

http://www.toda-kousha.com/park/

2 7/21(日) 昆虫ウオッチング：夏 彩湖自然学習センター 埼玉県戸田市
彩湖自然学習センター

荒川第一調整池
(彩湖・道満グリ
ーンパーク)

夏の彩湖周辺の昆虫を、観察してみませんか？
どなたでも
(小学2年生以下は保護者同
伴)

100円
(教材費・保険代)

要事前申込
定員40名
雨天実施

戸田市彩湖自然学習センター
TEL:048-422-9991

http://www.city.toda.saitama.jp/site/saiko/

3 7/21(日)
かわはく研究室
「土のはたらきを調べてみよう 

－土の中の生きもの－」
埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館

荒川情報局

土の大切なはたらきとは？
生きものをキーワードに、土を調べる簡単な実験を紹介し
ます。

一般、
小学生、
親子

無料
開催13:30～15:30

定員随時5組程度
埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

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

4 7/21(日)
なぐり森のようちえん
もりっこクラブ②
夏だ！名栗で川遊び！

埼玉県立名栗げんきプラザ 名栗河川広場
名栗川での川遊びを幼児対象に行います。
川の生き物を探したり、川に流れてみたり、1日中、川遊
びを楽しみます。

3歳～6歳
(年少～年長)

1,000円 要事前申込
定員25名(抽選)

埼玉県立名栗げんきプラザ
TEL:042-979-1011

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

5

7/21(日)・27(土)・28(日)、
8/3(土)・4(日)・10(土)・

11(日祝)・12(月振)・17(土)・
18(日)

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

公園内の旬な生きものを、自然学習指導員が案内します。
どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

無料
開催14:00～15:00

当日受付
埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

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

6
7/21(日)・28(日)、8/4(日)・

11(日祝)・18(日)
しぜん工作教室 埼玉県自然学習センター

埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自然学
習センター

自然の題材や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
開催15:00～16:00

当日受付
内容により定員20名(先着）

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#kousaku

7
7/22(月)・23(火)・24(水)・

26(金)
ヘイケボタル観察会 埼玉県自然学習センター

埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自然学
習センター

公園内に生息するヘイケボタルの観察会です。 どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

無料

開催19:15～20:15
要事前申込：往復はがきで
7/10必着、
定員各20名
申込詳細はHP参照

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#hotakan

8 7/23(火) 第3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
そうか公園 そうか公園、中川河川敷で生きものを調査、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

―

9 7/23(火) 藍のたたき染め 東松山市 化石と自然の体験館 エコバックに藍の葉をハンマーでたたいて染める、オリジ
ナルバックを作ります。 一般 400円 詳細はHP参照 化石と自然の体験館

TEL:0493-35-3892

http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/
soshiki/toshiseibibu/toshi/menu/
kasekitoshizen/

http://www.city.hitachinaka.lg.jp/soshiki/5/10/2019_kouza/16075.html
http://nikkoyumoto-vc.com/
http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/index.shtml
https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/kankyo/6/index.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/m62/education/shougai/kanrenshisetu/ohira-top.html
http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/index.shtml
https://www.nikko-nsm.co.jp/
http://www.pref.tochigi.lg.jp/m62/education/shougai/kanrenshisetu/ohira-top.html
https://www.nikko-nsm.co.jp/
http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/index.shtml
http://www.siobara.or.jp/vc/
https://www.nikko-nsm.co.jp/
https://www.nikko-nsm.co.jp/
http://www.siobara.or.jp/vc/
http://www.siobara.or.jp/vc/
http://windy-nasu.jp/
http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/index.shtml
https://www.nikko-nsm.co.jp/
https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/kankyo/6/index.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/m62/education/shougai/kanrenshisetu/ohira-top.html
http://www.river-museum.jp/
http://www.naguri-genki.com/
http://www.saitama-shizen.info/event/event.html
http://www.saitama-shizen.info/event/event.html
http://www.saitama-shizen.info/event/event.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/toshiseibibu/toshi/menu/kasekitoshizen/
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10 7/24(水)～28(日) 長瀞ワクワク体験キャンプ 埼玉県立長瀞げんきプラザ 埼玉県秩父郡長瀞町荒川河原、宝登山・長瀞岩畳等
山や川のアクティビティ、野外炊事やキャンプファイヤー
など、長瀞の自然の中で様々な活動を行います。 ○ 小学4年生～中学3年生 19,500円 要事前申込

定員70名(抽選)
埼玉県立長瀞げんきプラザ
TEL:0494-66-0177

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

11 7/25(木) ムサシトミヨ観察学習会 ムサシトミヨ保全推進協議
会

熊谷市元荒川
ムサシトミヨ保護センター付近 ムサシトミヨの観察学習、水とのふれあい体験をします。 小・中学生 無料 熊谷市環境部環境政策課

TEL:048-536-1547
https://www.city.kumagaya.lg.jp

12 7/25(木)・27(土)
夏休み昆虫教室
(小学低学年対象)

埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自然学
習センター

昆虫の見つけ方や、生活について学ぶ教室です。 小学校1～3年生とその保
護者

無料

開催9:30～11:30

要事前申込：往復はがきで
7/10必着
定員各30名
申込詳細はHP参照

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#natsumushi

13 7/26(金)
セミのぬけがら調査
「7月」 埼玉県自然学習センター

埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自然学
習センター

セミの生態や、ぬけがらの見分け方を学びます。
小学生以上、子ども向け
(小学生は保護者同伴)

無料

開催9:30～11:30

要事前申込：往復はがきで
7/3必着
定員各30名
申込詳細はHP参照

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#seminuke

14 7/26(金)
自然史講座
「昆虫標本をつくろう」 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館 昆虫の標本作りに挑戦。

標本の役割を学び、正しい標本作りを体験しましょう。 小学3年生以上 500円
要事前申込
定員30名(抽選)
詳細はHP参照

埼玉県立自然の博物館
TEL:0494-66-0407

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

15 7/27(土) 「宮代こども昆虫博士」検定 山崎山こどもエコクラブ、
宮代町

新しい村
山崎山(さいたま緑のトラスト保
全第5号地)

さいたま緑のト
ラスト保全第5号
地

山崎山周辺で昆虫観察を行い、学習会を行った後、選択式
の問題(25問程度)に挑戦！ ○ 小学1年生～中学2年生 無料 要事前申込

定員40名(先着)

宮代町町民生活課環境推進担
当
TEL:0480-34-1111

http://www.town.miyashiro.lg.jp/
0000009557.html

16 7/27(土) 夏の星空観察会 東松山市 化石と自然の体験館 夏の星空を天体望遠で観察します。 一般 500円 詳細はHP参照
化石と自然の体験館
TEL:0493-35-3892

http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/
soshiki/toshiseibibu/toshi/menu/
kasekitoshizen/

17 ７/27(土) カブト虫を育てよう 川口市立グリーンセンター 川口市立グリーンセンター内
カブト虫の育成を通じて、自然との関わりを学ぶ5回事業
の3回目。
カブト虫の夏の飼育について学びます。

小学生、
幼児

(保護者同伴)

200円
(保険料、材料費)

詳細はHP参照 川口市立グリーンセンター
TEL:048-281-2319

http://greencenter.1110city.com/

18 7/27(土)・28(日) 夜の植物園 川口市立グリーンセンター 川口市立グリーンセンター内 園内に放したり大かごに入れたヘイケボタルを観賞し、ホ
タルの棲む環境やホタルについて学びます。 一般 無料 詳細はHP参照

期日は予定
川口市立グリーンセンター
TEL:048-281-2319

http://greencenter.1110city.com/

19 7/27(土)、8/3(土) 夜の昆虫観察
「ライトトラップ体験」 埼玉県立小川げんきプラザ 埼玉県立小川げんきプラザ 金勝山にいる昆虫を集めるライトトラップを仕掛け、夜の

昆虫観察をします。 ○ 小・中学生とその保護者 300円 要事前申込
定員各日30名(抽選)

埼玉県立小川げんきプラザ
TEL:0493-72-2220

http://ogawagenki.com/

20 7/27(土)、8/17(土)
特別展関連イベント
「ネズミ」トーク 埼玉県立小川げんきプラザ 埼玉県立川の博物館リバーホール ネズミの生態や展示内容について、解説します。

一般、
小学生、
親子

無料
開催11:00～12:00、
13:30～14:30

定員各30名程度

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

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

21 7/28(日) 夏休み自然観察・環境学習会 大宮南部浄化センター 埼玉県さいたま市見沼区
大宮南部浄化センター

簡易キットでの水質チェックや、庭園内の動植物の観察な
どを実施します。

市内在住・在学の小・中
学生とその保護者 無料 定員15組(先着)

大宮南部浄化センター
TEL:048-646-6030

https://www.city.saitama.jp/001/009/006/
p061997.html

22 7/28(日)
夏休み昆虫教室
(幼児対象)

埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自然学
習センター

昆虫の見つけ方や、生活について学ぶ教室です。 幼児とその保護者 無料
開催9:30～11:00

要事前申込：電話か来館で
定員各30名

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#natsumushi-01

23 7/28(日)、8/10(土)・17(土) みどり森ガイドウォーク 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

スタッフと歩きながら、夏のみどり森の自然を楽しみま
す。

○ 一般 無料
当日申込
定員15名(先着)

時間はHP参照

さいたま緑の森博物館
TEL.04-2934-4396

http://saitama-midorinomori.jp/

24 7/30(火) 夏休み水辺観察会 熊谷市環境部環境政策課 熊谷市元荒川
ムサシトミヨ保護センター付近 元荒川で水質調査や、水中生物等の観察を行います。 小・中学生 無料 熊谷市環境部環境政策課

TEL:048-536-1547
https://www.city.kumagaya.lg.jp

25 7/30(火)、8/18(日)
サトムスメが挑戦！Vol.11
名栗の清流de滝行体験＆デトッ
クス

里山こらぼ 飯能市名栗地区 名栗湖畔の景色を楽しみながら滝に向かい、白装束に着替
えて滝に打たれます。

女性限定 7,500円/人 詳細はHP参照 里山こらぼ https://www.hanno-eco.net/index.html

26 8/1(木)
夏休み昆虫教室
(小学高学年対象)

埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自然学
習センター

昆虫の見つけ方や、生活について学ぶ教室です。 小学校4～6年生とその保
護者 無料

開催9:30～11:00

要事前申込：電話か来館で
定員30名

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#natsumushi

27 8/2(金)
自然史講座
「30種類の鉱物図鑑づくり」」 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館 石英、雲母、黄鉄鉱等、30種類の鉱物を一箱に集めて、自

分だけのミニ鉱物コレクションを作ります。 小学生以上 1,500円
要事前申込
定員30名(抽選)

詳細はHP参照

埼玉県立自然の博物館
TEL:0494-66-0407

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

28
8/2(金)、9(金)、10(土)、

11(日祝)、12(月振)
夏の夕暮れ観察会 埼玉県自然学習センター

埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自然学
習センター

夕暮れ時に、自然学習指導員が公園内を案内します。 どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

無料
開催17:50～18:30

当日受付
雨天中止

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#yuugure

29 8/3(土) 夏休み親子植物探検隊 川口市立グリーンセンター 川口市立グリーンセンター内
植物の不思議や生活との関わりについて、園内を探検して
学びます。
また、遊びを通して植物とふれあいます。

親子
(小学生)

無料 詳細はHP参照 川口市立グリーンセンター
TEL:048-281-2319

http://greencenter.1110city.com/

30 8/3(土) スーパーナイトハイク NPO法人宮代水と緑のネ
ットワーク

新しい村
山崎山(さいたま緑のトラスト保
全第5号地)

さいたま緑のト
ラスト保全第5号
地

新しい村、山崎山付近をウォーキングしながら、昆虫等の
観察をします。 ○ 一般

大人200円、
子ども100円

小学生未満は無料

事前申込不要
実施時間19:00～20:30

雨天中止

NPO法人宮代水と緑のネット
ワーク
TEL:0480-34-0867

http://www.town.miyashiro.lg.jp/
0000009629.html

31 8/3(土）
親子はじめての自然観察会
「生きものの捕まえ方・持ち方
編」

さいたま緑の森博物館
新しい村
山崎山(さいたま緑のトラスト保
全第5号地)

夏の雑木林の昆虫を中心に、捕まえ方や持ち方を伝授しま
す。

○ 小学生と保護者 100円
要事前申込
定員20名(先着)
詳細はHP参照

さいたま緑の森博物館
TEL.04-2934-4396

http://saitama-midorinomori.jp/

32 8/3(土)～4(日)
名栗の森で親子キャンプ
「森や谷川の生き物たちと友達
になろう」

森の団栗団 飯能市名栗地区 名栗の森で植物や動物の観察と、沢で川遊びを楽しみま
す。 一般 大人5,600円、

小学生以下4,800円 詳細はHP参照 森の団栗団(井上)
TEL:090-8772-3532

https://www.hanno-eco.net/index.html

33 8/3(土)・4(日) 彩湖☆わくわく2Days 彩湖自然学習センター 埼玉県戸田市
彩湖自然学習センター

荒川第一調整池
(彩湖・道満グリ
ーンパーク)

当日参加受付で、自然の材料をつかった工作教室や、いき
もの観察を学びます。

どなたでも 無料 当日受付
雨天実施

戸田市彩湖自然学習センター
TEL:048-422-9991

http://www.city.toda.saitama.jp/site/saiko/

34 8/3(土)・4(日) 夜の自然観察会 埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自然学
習センター

ヘイケボタルやコウモリ、セミの羽化など夜の生きものを
観察します。

どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

無料

開催19:00～20:30

要事前申込：往復はがきで
7/10必着
定員各50名
申込詳細はHP参照

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#nw

35 8/4(日)
入間川リバートレッキング＆環
境調査プチ体験 里山こらぼ 飯能市加治地区 漁協組合員から入間川の魚のレクチャーを受け、川を歩き

ながら環境問題について学びます。 一般
大人4,000円、

小学生以下3,000円 詳細はHP参照 里山こらぼ https://www.hanno-eco.net/index.html

36 8/4(日) 岩石標本を作ろう 東松山市 化石と自然の体験館 体験館で産出する岩石を使って、岩石標本を作ります。 小・中学生 800円 詳細はHP参照 化石と自然の体験館
TEL:0493-35-3892

http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/
soshiki/toshiseibibu/toshi/menu/
kasekitoshizen/

37 8/4(日)～8(木) チャレンジスクール2019 埼玉県立大滝げんきプラザ 埼玉県立大滝げんきプラザ フォレストアドベンチャー、キャンプファイア等の自然体
験に取り組む、長期キャンプです。 ○ 小学4年生～中学3年生 17,000円程度 要事前申込

定員50名(抽選)
埼玉県立大滝げんきプラザ
TEL:0494-55-0014

http://www.genki.spec.ed.jp/ootaki/
index.php?page_id=0

38 8/5(月)～7(水)
自由研究キャンプ
「身近に感じる宇宙の不思議」 埼玉県立名栗げんきプラザ 埼玉県立名栗げんきプラザ

宇宙や星をテーマに、仲間と一緒に調べ学習を行う、自由
研究キャンプ。
夏休みの宿題にも役立ちます。

小学4年生～小学6年生 12,000円 要事前申込
定員40名(抽選)

埼玉県立名栗げんきプラザ
TEL:042-979-1011

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

39 8/6(火) ムサシトミヨ観察学習会 ムサシトミヨ保全推進協議
会

熊谷市元荒川
ムサシトミヨ保護センター付近 ムサシトミヨの観察学習、水とのふれあい体験をします。 小・中学生 無料

熊谷市環境部環境政策課
TEL:048-536-1547

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

40 8/10(土) 月例ハイキング 越生町 越生駅東口 山吹の里歴史公
園

越辺川のせせらぎを聞きながら、のどかな田園を歩こう。 一般 無料 詳細はHP参照
越生町産業観光課
TEL:049-292-3121

www.town.ogose.saitama.jp

41 8/10(土) 夜のいきものたち 彩湖自然学習センター
埼玉県戸田市
彩湖自然学習センター

荒川第一調整池
(彩湖・道満グリ
ーンパーク)

夏の夜の彩湖周辺の昆虫や植物観察をとおし、自然への関
心を深めてみませんか？

どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

100円
(教材費・保険代)

要事前申込：7/10(水)10:00

～
定員30名
雨天中止

戸田市彩湖自然学習センター
TEL:048-422-9991

http://www.city.toda.saitama.jp/site/saiko/

42 8/10(土)
野あそび教室
「それゆけ！ 夏の林たんけん
隊」

埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自然学
習センター

幼児～小学3年生とその保護者を対象とした、体験型イベ
ントを実施します。

幼児～小学3年生とその保
護者

無料

開催9:30～11:30

要事前申込：7/13(土)～電話
または来館で
定員50名

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#noasobi

43 8/10(土)～11(日祝)
夏休み特別企画
ジオパークへ行こう！
秩父で化石ハンティング！

埼玉県立長瀞げんきプラザ 埼玉県秩父郡長瀞町荒川河原、長瀞岩畳等
夏休みの自由研究に、化石ハンティングを行います。
秩父郡市の地質学習、化石探しなどを行います。

家族、
グループ

(小学3年生以上)

小・中学生5,500円、
一般7,000円

要事前申込
定員20名(抽選)

埼玉県立長瀞げんきプラザ
TEL:0494-66-0177

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

44 8/10(土)・11(日祝)・12(月振)
自然に親しむイベントデー
「夜森ミュージアム」 埼玉県自然学習センター

埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自然学
習センター

夜の森をテーマに、展示やイベントを楽しむ3日間です。 どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

無料 開催17:00～19:30

当日受付
埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#e-day_201908

45 8/12(月振)～16(金)
チャレンジキャンプ
「夏の大冒険キャンプ！」 埼玉県立名栗げんきプラザ 埼玉県立名栗げんきプラザ

5日間を仲間と過ごすチャレンジキャンプ。
アウトドア体験を満喫できる、5日間です。 ○ 小学4年生～中学3年生 25,000円

要事前申込
定員30名(抽選)

埼玉県立名栗げんきプラザ
TEL:042-979-1011

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

46 8/13(火)・14(水)・15(木)
ふるさと北本ウィーク
定例自然かんさつ会 埼玉県自然学習センター

埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自然学
習センター

お盆の時期にあわせて、土・日・祝日に実施している「定
例自然かんさつ会」を平日にも実施し、公園の自然を案内
します。

どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

無料 開催14:00～15:00
当日受付

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#kitamoto

47 8/14(水)
セミのぬけがら調査
「8月」 埼玉県自然学習センター

埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自然学
習センター

セミの生態や、ぬけがらの見分け方を学びます。
小学生以上、
子ども向け
(小学生は保護者同伴)

無料

開催9:30～11:30

要事前申込：8/1(木)9:00～
電話か来館で
定員30名

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#seminuke

48 8/15(木)～18(日) すばる探検隊 埼玉県立小川げんきプラザ 埼玉県立小川げんきプラザ 野外炊事や、カヌー等の自然体験活動に挑戦します。 ○ 小学4年生～中学3年生 14,000円 要事前申込
定員60名(抽選)

埼玉県立小川げんきプラザ
TEL:0493-72-2220

http://ogawagenki.com/

49 8/17(土)
夜の鳴く虫観察会
(子どもと保護者向け)

埼玉県自然学習センター
埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自然学
習センター

キリギリスやコオロギの仲間など、夜に鳴く虫を観察しま
す。 子どもとその保護者 無料

開催18:00～20:00

要事前申込：8/2(金)9:00～
電話か来館で
定員30名

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
event.html#yorumushi

50 8/18(日)
野外の危険学習講座
「ハチへの対処法」 埼玉県自然学習センター

埼玉県北本市
北本自然観察公園・埼玉県自然学
習センター

野外活動の際に注意が必要な生きものについて解説し、安
全に自然観察するための方法を学びます。 中学生以上 1,000円

開催9:30～12:00
要事前申込：7/21(日)～電話
か来館で
定員20名

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

http://www.saitama-shizen.info/event/
kouza.html#kiken2019

51 8/18(日) 夏休み自然観察・環境学習会 大宮南部浄化センター 埼玉県さいたま市見沼区
大宮南部浄化センター

首都高速で設置したビオトープの見学や、庭園内の動植物
の観察などを実施します。

市内在住・在学の小・中
学生とその保護者 無料 定員15組(先着順)

大宮南部浄化センター
TEL:048-646-6030

https://www.city.saitama.jp/001/009/006/
p060170.html 

52 8/18(日)
かわはく研究室
「かわせみ河原の石ころ話」 埼玉県立川の博物館 埼玉県立川の博物館

荒川情報局
かわせみ河原で見つけられる、代表的な石の名前と特徴を
お話します。

一般、
小学生、
親子

無料
開催13:30～15:30

定員随時5組程度
埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

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

53 8/20(火) 第4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
獨協大学

獨協大学芝生広場、松原団地記念公園等で生きものを調
査、観察します。
魚類調査も実施します。

一般 無料 ―
草加市市民生活部環境課環境
推進係
TEL:048-922-1519

1 7/21(日) 田んぼの楽校③ 千葉県立水郷小見川少年自
然の家 千葉県香取市内 田植えから稲刈りまでの体験教室です。

今回はかかし作りをします。 小学生 通年事業のため、すでに募
集終了

千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  
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千
葉
県

2 7/21(日)～8/20(火) 宿泊キャンプ 安由美会(指定管理者) いちはらクオードの森
キャンプ場にテントを張り、大自然の中で宿泊キャンプを
体験します。
バーベキューやキャンプファイヤーも可能です。

一般 テント1張820円
(市原市民以外は1,230円)

詳細はHP参照 いちはらクオードの森
TEL:0436-96-1119

http://ichihara-forest.jp/

3 8/10(土) てがたん 我孫子市
鳥の博物館

博物館、
手賀沼周辺

毎月定例の手賀沼探鳥会。
今回のテーマは「空をめざした生き物たち」です。 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

4 8/10(土)～11(日祝)
親子でカッター＆シーカヤック
2019

千葉県立鴨川青年の家 鴨川青年の家
鴨川漁港・太夫崎港ほか

カッターとシーカヤックの体験を通して、団結力とマリン
スポーツの楽しさを親子で味わいます。 小学生以上の親子・成人

18歳以上3,930円、
中高生3,410円、
小学生3,340円

要事前申込：電話で7/10(水)

～7/31(水)

定員50名(先着)

千葉県立鴨川青年の家
TEL:04-7093-1666

http://www.echiba-sports.org/kamo/k-
top.html

5 8/11(日祝) 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。
惑星についての回や、誕生月の星座紹介など、毎回違う内
容で実施します。

一般 無料
千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

6 8/12(月振)～14(水)
星空の神秘を探ろう
～初級②～ 千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家

四季の星空観察から太陽系、太陽系外の宇宙を探ります。
今回は、夏の星空観察を中心に、つくば宇宙センターの見
学も行います。

小学4年以上 3,500円 シリーズ制 千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301

http://tougane-youth.jp/

7 8/18(日)～22(木) 東青ジュニアキャンプ③ 千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家、
大房岬自然公園キャンプ場

里山と海辺の自然環境の違いを体感する、キャンプを行い
ます。 小学4～6年生 20,000円 シリーズ制 千葉県立東金青年の家

TEL:0475-54-1301
http://tougane-youth.jp/

8 7/27(土) おみっこクラブＡ 千葉県立水郷小見川少年自
然の家

千葉県香取市水郷小見川少年自然
の家、
黒部川

詳細は検討中 小学生 通年事業のため、すでに募
集終了

千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

9 7/27(土) ホタル観賞会 環境レンジャー 我孫子市岡発戸
都部谷津ミュージアム

岡発戸・都部の谷津ミュージアムの「ホタルアカガエルの
里」で、夏に鳴く虫の声を聞きます。

小・中学生、
一般 50円 雨天中止

手賀沼課　
TEL:04-7185-1484

http://www.city.abiko.chiba.jp/event/
shizennonaka/kankyo_ranger/about.html

10 7/27(土)・28(日) 谷津展 我孫子市岡発戸
都部谷津ミュージアムの会 手賀沼親水広場 水の館3階研修室 谷津の風景、生物などの写真展示、ギャラリーツアー(展示

内容を通じて谷津の自然を解説)を行います。 一般 無料 手賀沼課　
TEL:04-7185-1484

http://www.city.abiko.chiba.jp/event/
shizennonaka/yatsu_museum/index.html

11 7/28(日)
ジュニアカヌー教室2 千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家/横芝光町

栗山川
九十九里浜に注ぐ栗山川での、カヌー実技体験。
鮭が遡上する川の自然についても学びます。

小学4～6年生 500円 千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301

http://tougane-youth.jp/

12 7/28(日) ホタル観察会 我孫子市岡発戸
都部谷津ミュージアムの会

我孫子市岡発戸
都部谷津ミュージアム

岡発戸・都部の谷津ミュージアムの「ホタルアカガエルの
里」で、夏に鳴く虫の声を聞きます。

小・中学生、
一般 50円 雨天中止 手賀沼課　

TEL:04-7185-1484
http://www.city.abiko.chiba.jp/event/
shizennonaka/yatsu_museum/index.html

13 7/28(日) おみっこクラブＢ 千葉県立水郷小見川少年自
然の家

千葉県香取市水郷小見川少年自然
の家、
黒部川

詳細は検討中 小学生 通年事業のため、すでに募
集終了

千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

14 7/30(火) 草木染めをしよう 鎌ケ谷市 粟野児童センター 市内で採取した野草や、普段は捨てる野菜の皮を使って、
染め物を体験します。

鎌ケ谷市在住の小学生
(保護者同伴可。未就学児
は保護者同伴なら参加可)

無料 要事前申込
定員16名(先着)

鎌ケ谷市役所環境課環境計画
係
TEL:047-445-1227

15 7/31(水) 親子でシーカヤック① 千葉県立鴨川青年の家 鴨川青年の家、
太夫崎港

親子で力を合わせ、シーカヤックで海を滑走し、マリンス
ポーツの楽しさを味わいます。 小学生以上の親子 600円

要事前申込：電話で7/21(日)

まで
定員20名(先着)

千葉県立鴨川青年の家
TEL:04-7093-1666

http://www.echiba-sports.org/kamo/k-
top.html

16 7/31(水)、8/1(木)・2(金) ひがたの生きもの観察会 谷津干潟自然観察センター 谷津干潟自然観察センター 谷津干潟 レンジャーの案内で、観察センターの前浜に入って、干潟
の生きものをさがそう。

どなたでも
(小学3年生以下は保護者同
伴)

500円＋入館料
要事前申込
定員各日30名

谷津干潟自然観察センター
TEL:047-454-8416

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

17 8/3(土) 天体望遠鏡作り 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 土星の環も観測できる、本格的な望遠鏡を作ります。 小学3年～中学3年生 3,800円＋食費
千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

18
8/3(土)・4(日)、8/10(土)～
12(月振)、8/17(土)・18(日)

夏の遊びと研究大集合2019
我孫子市
鳥の博物館

鳥の博物館　
2階 多目的ホール

夏休みの自由研究のヒントになるような、ワークショップ
です。

小学生以上
(小学生未満は保護者同伴)

無料
(入館料別途)

申込不要
先着順

鳥の博物館
TEL:04-7185-2212

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

19 8/4(日) 子どもたちによる水辺の生きも
の観察会

NPO法人南房総エコネッ
ト 千葉県酪農のさと 子供たちが川で生きものを捕獲し、川への理解を深め、分

類・同定し水質調査を行います。
○ 一般 無料 詳細はHP参照 南房総市エコネット(前川)

TEL:0470-33-1171
http://civil.mboso-etoko.jp/group/
detail.asp?id=77

20 8/4(日)
河川敷のいきものさがし
(小学生向け)

千葉県立関宿城博物館 千葉県立関宿城博物館 隣接する河川敷を散策しながら、そこに生息するいきもの
をさがします。 小学生とその保護者 50円 関宿城博物館

TEL:04-7196-1400
http://www2.chiba-muse.or.jp/SEKIYADO/

21 8/4(日) SUP体験教室 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、
黒部川

初めてスタンドアップパドルボードをやる方の、体験教室
です。

一般 800円
千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

22 8/4(日)
ファミリークラフト
草木染

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 草木染でハンカチを染めます。 親子 500円

千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

23 8/10(土) てがたん 我孫子市
鳥の博物館

博物館、
手賀沼周辺

毎月定例の手賀沼探鳥会。
今回のテーマは「空をめざした生き物たち」です。

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

24 8/10(土)～11(日祝)
親子でカッター＆シーカヤック
2019

千葉県立鴨川青年の家 鴨川青年の家
鴨川漁港・太夫崎港ほか

カッターとシーカヤックの体験を通して、団結力とマリン
スポーツの楽しさを親子で味わいます。 小学生以上の親子・成人

18歳以上3,930円、
中高生3,410円、
小学生3,340円

要事前申込：電話で7/10(水)

～7/31(水)
定員50名(先着)

千葉県立鴨川青年の家
TEL:04-7093-1666

http://www.echiba-sports.org/kamo/k-
top.html

25 8/10(土) トンボ教室 ヤマトミクリの里づくり協
議会 島田谷津

生物多様性保全
重要な里地里山
500に選定

島田谷津で、トンボを探し、周囲の自然とのつながりを体
験します。 ○ 一般 200円/人 要事前申込

ヤマトミクリの里づくり協議
会事務局
MAIL:yamatomikurinosatoduku
ri@yahoo.co.jp

26 8/11(日祝) 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。
惑星についての回や、誕生月の星座紹介など、毎回違う内
容で実施します。

一般 無料
千葉県立水郷小見川少年自然
の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/  

27 8/12(月振)～14(水)
星空の神秘を探ろう
～初級②～ 千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家

四季の星空観察から太陽系、太陽系外の宇宙を探ります。
今回は、夏の星空観察を中心に、つくば宇宙センターの見
学も行います。

小学4年以上 3,500円 シリーズ制 千葉県立東金青年の家
TEL:0475-54-1301

http://tougane-youth.jp/

28 8/18(日)～22(木) 東青ジュニアキャンプ③ 千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家、
大房岬自然公園キャンプ場

里山と海辺の自然環境の違いを体感する、キャンプを行い
ます。 小学4～6年生 20,000円 シリーズ制 千葉県立東金青年の家

TEL:0475-54-1301
http://tougane-youth.jp/

東
京
都

1 7/27(土) 新宿御苑ガイドウォーク 新宿御苑管理事務所 新宿御苑 新宿御苑パークボランティアが、季節のみどころを中心に
ガイドします。 一般 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

2 8/3(土) 夜の森たんけん 新宿御苑管理事務所 新宿御苑 生きものたちの、夜の活動を観察しよう。 小学校3年生以上とその保
護者

無料 要事前申込：6/16まで 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

3 8/4(日) 釡方海岸磯遊び 三宅島自然ふれあいセンタ
ー・アカコッコ館 三宅島釡方海岸 富士箱根伊豆国

立公園 海岸で、磯の生きもの観察をします。
どなたでも
(小さな子供は保護者同伴)

無料

三宅島自然ふれあいセンタ
ー・アカコッコ館
TEL:04994-6-0410
MAIL:miyakejima@wbsj.org

http://park10.wakwak.com/~miyakejima/

4 8/10(土)～8/17(土) 出張おさかな教室 三宅島自然ふれあいセンタ
ー・アカコッコ館 三宅島長太郎池 富士箱根伊豆国

立公園
長太郎池にアカコッコ館が屋台を出展。
箱メガネやミニ観察会を行います。 一般 無料

三宅島自然ふれあいセンタ
ー・アカコッコ館
TEL:04994-6-0410
MAIL:miyakejima@wbsj.org

http://park10.wakwak.com/~miyakejima/

5 8/10(土)・17(土) 夜の森観察会 三宅島自然ふれあいセンタ
ー・アカコッコ館

三宅島大路池 富士箱根伊豆国
立公園

夜に活動する、生き物を観察します。 小学生以上 無料

三宅島自然ふれあいセンタ
ー・アカコッコ館
TEL:04994-6-0410
MAIL:miyakejima@wbsj.org

http://park10.wakwak.com/~miyakejima/

6 8/11(日祝)
多摩川サポーターズ
「いかだを作ろう」

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)

東京都福生市
川の志民館

当日午後に行われる「多摩川で遊ぼう」で使う、いかだを
作ります。
竹の切り出しから組み立てまでを行います。

中学生以上
(小学生以下も可)

無料 8/1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 8/11(日祝)
多摩川で遊ぼう
「いかだで冒険、多摩川で泳ご
う」

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)

東京都福生市
多摩川中央公園

多摩川中央公園近くの多摩川で手作りのいかだに乗った
り、泳いだりします。 中学3年生以下 無料 8/1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

1 7/21(日)～8/20(火)
アロア・ワッド探検隊
植物ミッション 小田原フラワーガーデン 神奈川県小田原市

小田原フラワーガーデン

謎の植物学者アロア・ワッドからの植物ミッションに挑
戦！
約300種類の熱帯植物が植栽されるトロピカルドーム温室
内を探検しながら問題を解く、セルフガイド式体験プログ
ラムです。

どなたでも 大人200円、小中学生100円 詳細はHP参照
※通年開催

小田原フラワーガーデン
TEL:0465-34-2815

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

2
7/21(日)・28(日)、8/4(日)・

11(日祝)・18(日)
ミニ観察会 神奈川県自然環境保全セン

ター 神奈川県自然環境保全センター 一部県立丹沢大
山自然公園

自然に詳しいボランティアの案内により、野外施設の様々
な生き物たちを観察し親しむことができます。

一般
(未就学児は保護者同伴)

無料 動きやすい服装
雨天実施

神奈川県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/gyouji.html

3 7/21(日) 自然観察会 (公財)鎌倉市公園協会 神奈川県鎌倉市
夫婦池公園

公園等をフィールドに、四季折々の自然観察会を開催しま
す。 一般 無料 詳細はHP参照

(公財)鎌倉市公園協会
TEL:0467-45-2750

http://www.kamakura-park.com/

4
7/21(日)～8/16(木)の日曜と水

曜
天体観察会
「ま昼の星を見よう」 伊勢原市教育委員会 神奈川県伊勢原市

伊勢原市立子ども科学館
天体観測室にある、クーデ式望遠鏡を使って、昼間に見え
る星(主に太陽)を観察します。 入館者

入館料大人300円、小・中学
生100円

当日の11:30から受付
定員各日20名

伊勢原市立子ども科学館
TEL:0463-92-3600

http://www.city.isehara.kanagawa.jp/
kagakukan/

5 7/21(日)
川の生き物探検
「川音川にすむ生き物を調べよ
う！」

神奈川県松田町
自然館

神奈川県松田町
川音川
(中丸児童公園集合)

川で生き物を探した後、その生き物について調べます。 小学生以上 無料

持ち物：魚とり網、生き物
を入れる容器
服装：川に入れる服装と運
動靴(サンダルは不可)、着替
え、帽子

神奈川県松田町自然館
TEL:0465-82-7345

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

6 7/25(木)
子ども里山体験
「かまどでごはん」 (公財)鎌倉市公園協会 神奈川県鎌倉市

鎌倉中央公園
公園の里山フィールドにて農林体験を中心に自然と親し
み、自然と触れあう総合学習を開催します。 ○

市内在住・在学の小学3～
6年生 1,000円 要事前申込

定員15名(抽選)

(公財)鎌倉市公園協会
TEL:0467-45-2750

http://www.kamakura-park.com/

7 7/25(木) 線香花火作りに挑戦 伊勢原市教育委員会 神奈川県伊勢原市
伊勢原市立子ども科学館

木炭を作り、火薬を調合して線香花火を作ります。 ○ 小学4年生～中学生
入館料
100円

7/2（火）申込開始
定員20名(先着)

伊勢原市立子ども科学館
TEL:0463-92-3600

http://www.city.isehara.kanagawa.jp/
kagakukan/

8 7/26(金) 江戸時代の東海道を歩く
箱根地域自然に親しむ運動
実行委員会（開催担当：箱
根町）

神奈川県箱根町 富士箱根伊豆国
立公園

箱根町学芸員とともに旧街道石畳や関所を巡り、昔の箱根
に思いを馳せます。

○ 一般 100円（保険料） 雨天中止 箱根ビジターセンター
TEL:0460-84-9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/

9 7/26(金)、8/9(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 雨天中止

※毎月第2・4金曜日に開催
箱根ビジターセンター
TEL:0460-84-9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/

10 7/26(金)～28(日)
身近な秦野の自然
くずはの広場 秦野市くずはの家 神奈川県秦野市

本町公民館

秦野の自然を紹介するパネル展示と、自然体験のコーナー
(鉱物に触れる、遊びと工作体験、水辺の生き物と遊ぶ)が
あります。

一般 無料 共催：秦野市 秦野市くずはの家
TEL:0463-84-7874

秦野市ホームページにて7月以降開設

http://ichihara-forest.jp/
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html
http://www.echiba-sports.org/kamo/k-top.html
http://suigou-omigawa.com/
http://tougane-youth.jp/
http://tougane-youth.jp/
http://suigou-omigawa.com/
http://www.city.abiko.chiba.jp/event/shizennonaka/kankyo_ranger/about.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/event/shizennonaka/yatsu_museum/index.html
http://tougane-youth.jp/
http://www.city.abiko.chiba.jp/event/shizennonaka/yatsu_museum/index.html
http://suigou-omigawa.com/
http://www.echiba-sports.org/kamo/k-top.html
http://www.seibu-la.co.jp/yatsuhigata/
http://suigou-omigawa.com/
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http://tougane-youth.jp/
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http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/index.html
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http://park10.wakwak.com/~miyakejima/
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http://www.city.isehara.kanagawa.jp/kagakukan/
https://nisihira-park.org/sizen/
http://www.kamakura-park.com/
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/kagakukan/
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11 7/26(金)
箱根地域自然に親しむ運動
「江戸時代の東海道を歩く」

箱根町企画課 神奈川県足柄下郡箱根町 富士箱根伊豆国
立公園

旧街道の石畳を歩き、昔の箱根に思いを馳せます。
箱根町学芸員による、関所内のガイド付きです。

〇 一般
(6歳以上)

100円（保険代）
要事前申込
定員30名
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 7/27(土)
2019 ブルーベリー・農場野菜の
収穫体験 in 黒川

川崎市・明治大学
黒川地域連携協議会 神奈川県川崎市麻生区黒川地域 黒川地域の散策、野菜等の収穫体験を通じて、黒川地区の

魅力を発見していただきます。
市内在住・在学の小学4～
6年生とその保護者 無料 要事前申込：7/8(月)必着

定員20組40名(抽選)

麻生区役所まちづくり推進部
企画課
TEL:044-965-5112

http://www.city.kawasaki.jp/asao/category/
112-10-13-2-0-0-0-0-0-0.html

13 7/27(土) 昆虫採集 de ナイト 小田原こどもの森公園わん
ぱくらんど

神奈川県小田原市
小田原こどもの森公園わんぱくら
んど
見晴らしの丘

昆虫ナイトトラップを体験しよう！ ○ 親子 300円 定員30組
小田原こどもの森公園わんぱ
くらんど
TEL:0465-24-3189

http://odawara-jigyo-kyokai.jp/wanpaku/

14 7/27(土) ペットボトル砂時計を作ろう 伊勢原市教育委員会 神奈川県伊勢原市
伊勢原市立子ども科学館

砂時計作りを通して、砂時計の仕組みを知ったり、砂の落
ちる量を調べたりする実験をします。 ○ 小学生～中学生

入館料
100円

要事前申込：7/2(火)～
定員12名(先着)

伊勢原市立子ども科学館
TEL:0463-92-3600

http://www.city.isehara.kanagawa.jp/
kagakukan/

15 7/27(土) 川の生き物調査隊 寒川町
神奈川県高座郡寒川町
寒川広域リサイクルセンター、
目久尻川親水護岸

事前に座学を行い、目久尻川で、川の生き物を採取しなが
ら、自然とふれあいます。

町内在住・在勤・在学者
(小学4年生以下は保護者同
伴)

無料 要事前申込
定員25名(先着)

寒川町環境課
TEL:0467-74-1111

http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/
soshiki/kankyokeizai/kankyo/kankyohozen/
event/ikimono/1470720933453.html

16 7/28(日)～8/17(土)
夏休み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、姥子自然観察会、クラフト教室を、期間中毎
日開催します！

一般 クラフト教室のみ200円（材
料費）

早朝観察会、姥子自然観察
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/

17 7/28(日) ほのぼのビーチフェスティバル
NPO法人ほのぼのビーチ
茅ヶ崎

神奈川県茅ヶ崎市
東海岸南ヘッドランドビーチ

清掃、海岸環境保全啓発イベント、ビーサン飛ばし大会な
どを行います。 一般 無料 詳細はHP参照

NPO法人ほのぼのビーチ茅ヶ
崎 http://honobono.i-shimin.net/

18 7/28(日) 丹沢子ども自然塾
NPO法人自然塾丹沢ドン
会、秦野市

神奈川県秦野市内名古木地区の棚
田

秦野市名古木地区内の豊かな自然に生息している水生生物
や草花、昆虫と触れ合う自然体験イベントです。 一般 1,000円/組

要事前申込：7/20(土)まで
定員20組(先着)

秦野市環境共生課森林里山担
当
TEL:0463-82-9631

秦野市ホームページにて7月以降開設

19 7/29(月)
多摩川河口干潟の生きもの観察
会(第6回)

川崎市環境総合研究所 神奈川県川崎市環境総合研究所及
び周辺の河口干潟

研究所付近の干潟に出て、カニや貝などを観察します。
採取した生きもののスケッチも行います。 小学生以上 無料

要事前申込：7/16(火)必着
定員60名(申込多数時は抽選)

川崎市環境総合研究所事業推
進課
TEL:044-276-9001

http://www.city.kawasaki.jp/300/page/
0000107236.html

20 8/2(金)
かわさき星空ウォッチング・夏 
in キングスカイフロント 川崎市環境総合研究所 神奈川県川崎市環境総合研究所及

び周辺
キングスカイフロント(殿町国際戦略拠点)で天体望遠鏡を
使って、川崎の夏の星空を観察します。

小学生以上 無料 要事前申込：7/19(金)必着
定員70名(申込多数時は抽選)

川崎市環境総合研究所事業推
進課
TEL:044-276-9001

http://www.city.kawasaki.jp/300/page/
0000107266.html

21 8/3(土)・４(日) 夏休み自由研究と干潟観察会 だいし水辺の楽校
神奈川県川崎市
大師河原水防センター及び周辺干
潟

干潟観察会、河口の自然のスケッチ、ロープワーク、地域
史などの夏休み自由研究に対応します。

小学生
(小学2年生以下は保護者同
伴)

200円
干潟観察会のみ要事前申
込：7/3(水)～
それ以外は当日受付

大師河原水防センター
TEL:044-287-7882
（開館日：水・木・土・日・
祝）
川崎市建設緑政局多摩川施策
推進課

https://www.tamagawahigata.net/

22 8/3(土)
草木染め
「タデアイの葉の叩き染めをし
よう」

神奈川県松田町
自然館

神奈川県松田町
自然館

生のタデアイの葉で、染め物を楽しみます。 小学3年生以上 無料
持ち物：エプロン、ビニール
手袋、木綿または絹の布や
シャツ

神奈川県松田町自然館
TEL:0465-82-7345

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

23 8/4(日) 夏休み親子クラフト教室 神奈川県自然環境保全セン
ター 神奈川県自然環境保全センター 一部県立丹沢大

山自然公園
木の実や木の枝などの自然素材を使って、いろいろな「お
もちゃ」を作成します。 小学生と保護者

500円
(材料費、保険代)

動きやすい服装
雨天実施

神奈川県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/gyouji.html

24 8/7(水)
生物相調査
「川の生き物を調べよう」

茅ヶ崎市
茅ヶ崎地区相模川をきれい
にする協議会

神奈川県茅ヶ崎市
茅ヶ崎市役所及びせせらぎ公園

市内北部を流れる駒寄川の水生生物を捕獲し、種類や生息
数から河川の水質を調査します。

小学3年生～中学3年生 無料 要事前申込
定員20名(先着)

茅ヶ崎市環境保全課
TEL:0467-82-1111

25 8/10(土)～11(日祝) ブルーベリー摘み取り体験 小田原フラワーガーデン
神奈川県小田原市
小田原フラワーガーデン

園内のブルーベリーの摘み取り、試食します。
ブルーベリーに詳しくなれる「おもしろクイズ」もありま
す。

どなたでも 無料
当日受付
(開始30分前に整理券配布。
定員を超えた場合は抽選)

小田原フラワーガーデン
TEL:0465-34-2814

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

26 8/10(土)
佐々木洋さんと夜の生きもの観
察会

(公財)大和市スポーツ・よ
か・みどり財団

神奈川県大和市
泉の森

テレビにも出演している佐々木さんの自然観察会。
楽しい解説で、夜の生きものやセミの羽化などを観察しま
す。

小学生以上
(小・中学生は保護者同伴)

500円
大和市自然観察センター・し
らかしのいえ
TEL:046-264-6633

http://www.yamato-zaidan.or.jp/izumi

27 8/10(土)
天体観察会
「クーデの日」 伊勢原市教育委員会 神奈川県伊勢原市

伊勢原市立子ども科学館 天体望遠鏡で、月や惑星などを観察します。 一般
(中学生以下は保護者同伴)

無料 当日受付 伊勢原市立子ども科学館
TEL:0463-92-3600

http://www.city.isehara.kanagawa.jp/
kagakukan/

28 8/10(土)
天体おはなし会
「天の川を見てみよう」 伊勢原市教育委員会 神奈川県伊勢原市

伊勢原市立子ども科学館 プラネタリウムで、季節の星空のお話をします。 入館者
(小学生以下は保護者同伴)

無料 当日受付
定員110名(先着)

伊勢原市立子ども科学館
TEL:0463-92-3600

http://www.city.isehara.kanagawa.jp/
kagakukan/

29 8/10(土)
夏の星めぐり
「夏の星座や流星を見よう」

神奈川県松田町
自然館

神奈川県松田町
西平畑公園 夏の星座や流れ星を、望遠鏡で観察します。

小学生以上
(小学2年生までは保護者同
伴)

無料 持ち物：懐中電灯、敷物、
虫よけ

神奈川県松田町自然館
TEL:0465-82-7345

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

30 8/11(日祝)
かながわ山の日 in HADANO 

2019
神奈川県山岳連盟 神奈川県秦野市

神奈川県立秦野戸川公園

登山に関する安全教室や体験教室、親子ボルダリング体
験、山小屋喫茶などが楽しめるほか、塔ノ岳登山なども実
施します。

○ 一般
無料

(一部有料)
後援：神奈川県、秦野市、
秦野市教育委員会ほか

秦野市広報広聴課
TEL:0463-82-5117

秦野市ホームページにて7月以降開設

31 8/12(月振)
フラワーガーデン
スイカデイ!!

小田原フラワーガーデン 神奈川県小田原市
小田原フラワーガーデン

「スイカ割り」「重さ当て」「種飛ばし」など、1日スイ
カにまつわるイベントを開催。
赤か緑の服を着て来園してね。

どなたでも 一部有料 詳細はHP参照
小田原フラワーガーデン
TEL:0465-34-2814

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

32 8/17(土) 東名下湧水での小魚観察 かわさき水辺の楽校
神奈川県川崎市
東名高速下の東名堰公園(JR南武
線久地駅から徒歩約10分)

川遊び、網を使っての魚すくい、川辺の草を揺すってのガ
サガサ生き物観察を行います。 小学生以下は保護者同伴 200円 当日受付

かわさき水辺の楽校(ニケ領せ
せらぎ館拠点)

TEL:044-900-8386
(閉館日：祝日を除く月、第
1・3水曜)
川崎市建設緑政局多摩川施策
推進課
TEL:044-200-2268

https://www.seseragikan.com/

33 8/17(土)
夏休み！
水源地に行ってみよう!!

ワクワク自然体験教室
酒匂川水系保全協議会

神奈川県足柄上郡山北町
河内川ふれあいビレッジ、
神奈川県南足柄市
県立21世紀の森

酒匂川の自然への愛着を深めてもらうために、水源地で、
バーベキューや木工体験を行います。 〇 小・中学生

(保護者同伴)
2,000円 要事前申込：7/13(土)まで

定員40名(申込多数時は抽選)
小田原市環境保護課
TEL:0465-33-1481

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/
envi/environ/sakawa/wakuwaku29.html

34 8/17(土)
天文学習会
「夏の星座を観察しよう」 伊勢原市教育委員会 神奈川県伊勢原市

伊勢原市立子ども科学館
プラネタリウムでの星のお話を聞いた後、天候がよければ
天体観察をします。 小学生～中学生 無料 要事前申込：7/2(火)～

定員60名(先着)

伊勢原市立子ども科学館
TEL:0463-92-3600

http://www.city.isehara.kanagawa.jp/
kagakukan/

35 8/18(日)
(仮称)相模原市市民の森
新緑の石老山の森を楽しみまし
ょう！

NPO法人自遊クラブ 神奈川県相模原市
石老山麓、関山林道周辺

石老山麓で森林インストラクターのガイド、伐倒体験、木
工クラフト、水生昆虫観察、森遊びなど、森林を体験でき
るイベントです。

〇 小学生
(保護者同伴)

1,000円
(保険料含む)

定員30名
昼食持参
雨天中止
※行事概要、参加費等、変更
の可能性有

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/

36 8/18(日) 自然観察会 (公財)鎌倉市公園協会 神奈川県鎌倉市
鎌倉中央公園

公園等をフィールドに、四季折々の自然観察会を開催しま
す。 一般 無料 詳細はHP参照 (公財)鎌倉市公園協会

TEL:0467-45-2750
http://www.kamakura-park.com/

山
梨
県

1 7/21(日) 
第1回 保護鳥獣の親子餌やり(餌
作り)体験

山梨県立武田の杜保健休養
林

山梨県甲府市
武田の杜

秩父多摩甲斐国
立公園

野生動物を身近に感じて、命の大切さを知ってもらいま
す。 ○ 小学生以下は保護者同伴 無料

要事前申込：6/21～受付
定員10名(先着)

武田の杜鳥獣センター
TEL:055-252-9161

http://y-zouen.jp/takeda/bird/

2 7/28(日) 森と湖に親しむつどい 山梨県 甲府市川窪町浦の山972

荒川ダム周辺
秩父多摩甲斐国
立公園

森やダム、河川等が果たしている役割について理解を深め
ていただくため、木工教室やダム見学等のイベントを行い
ます。

○ 一般 無料 詳細はHP参照 荒川ダム管理事務所
TEL:055-287-2006

 http://www.pref.yamanashi.jp/dam-arkw/
damu-morimizu.html

3 8/3(土)・17(土) 森のおさんぽガイド 金川の森 山梨県笛吹市
金川の森

季節に見られる動植物の観察ポイントや、見どころポイン
トなどを紹介します。 ○ どなたでも 無料 金川の森

TEL:0553-47-2805
https://www.kanegawanomori.jp/

4 8/4(日) 夏休み応援教室 山梨県立武田の杜保健休養
林

山梨県甲府市
武田の杜

秩父多摩甲斐国
立公園

山の日にちなんで、森からの贈り物の枝や実などの素材を
使って、工作をします。 ○ 中学生以下は保護者同伴 材料費

要事前申込：7/4～受付
定員30名(先着)

武田の杜サービスセンター
TEL:055-251-8551

http://y-zouen.jp/takeda/

5 8/4(日)
第2回 保護鳥獣の親子餌やり(餌
作り)体験

山梨県立武田の杜保健休養
林

山梨県甲府市
武田の杜

秩父多摩甲斐国
立公園

野生動物を身近に感じて、命の大切さを知ってもらいま
す。 ○ 小学生以下は保護者同伴 無料 要事前申込：7/4～受付

定員10名(先着)
武田の杜鳥獣センター
TEL:055-252-9161

http://y-zouen.jp/takeda/bird/

6 8/10(土) 山の日記念の森林セラピー 山梨県立武田の杜保健休養
林

山梨県甲府市
武田の杜

秩父多摩甲斐国
立公園

森林セラピーと、セラピー弁当、湯村温泉入浴で心身を癒
します。 ○ 18歳以上 3,500円 要事前申込 武田の杜サービスセンター

TEL:055-251-8551
http://y-zouen.jp/takeda/

7 8/12(月振)
山の日記念「富士山自然観察
会」 富士五湖管理官事務所 山梨県鳴沢村 富士箱根伊豆国

立公園
富士山五合目から御中道・御庭・奥庭を散策する自然体験
プログラムです。 ○ 一般 無料 雨天決行

ロブロイネイチャーナビ(担
当：秋元)

TEL:090-6048-7392

http://www.naturenavi.com/

8 8/18(日)
第3回 保護鳥獣の親子餌やり(餌
作り)体験

山梨県立武田の杜保健休養
林

山梨県甲府市
武田の杜

秩父多摩甲斐国
立公園

野生動物を身近に感じて、命の大切さを知ってもらいま
す。 ○ 小学生以下は保護者同伴 無料

要事前申込：7/18～受付
定員10名(先着)

武田の杜鳥獣センター
TEL:055-252-9161

http://y-zouen.jp/takeda/bird/

9 8/18(日) 第14回 笛吹川源流まつり 笛吹川源流まつり実行委員
会 道の駅みとみ 郷土芸能などのステージや、各種体験コーナーなどイベン

トが盛りだくさんです。 ○ 一般 無料(一部有料)
山梨市観光協会
TEL:0553-22-1111

http://www.yamanashi-kankou.com/
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