
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

滋
賀
県

1 7/21(日) 親子観察会 栗東自然観察の森 栗東自然観察の森 指導員と森の不思議を探しませんか。 ○ 小学低学年までと保護者 無料
栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

http://www.city.ritto.lg.jp

2 7/21(日)
ミニクラフト
「ガリガリプロペラ」 栗東自然観察の森 栗東自然観察の森 森の恵みを使って、クラフトしよう。 ○ どなたでも 100円 栗東自然観察の森

TEL:077-554-1313
http://www.city.ritto.lg.jp

3 7/21(日)
自然に学び、自然を楽しむ自然
家族事業
「川の日」～大宮川～

大津市 滋賀県大津市 大宮川、日吉会
館

網を使って生きものを採取し、その特徴を肉眼や顕微鏡な
どで調べ、簡単な水質調査を行います。

市内在住の4歳児～小学生
とその保護者 無料 要事前申込：7/22(月)締切

大津市地球温暖化防止活動推
進センター
TEL:077-526-7545

4
7/21(日)・28(日)、8/4(日)・

18(日)

大工さんに挑戦
「木の家の貯金箱作り」

近江富士花緑公園 ウッディルーム 三上・田上・信
楽県立自然公園

木の貯金箱作りを通じて、親子でものづくり体験、森林へ
の理解を深めていただきます。

○ 小学生以上の親子 800円 要事前申込
※8/25(日)にも開催

近江富士花緑公園
TEL:077-586-1930

http://www.seibu-la.co.jp/park/karyoku/

5

7/23(火)・25(木)・30(火)、
8/1(木)・6(火)・8(木)・

20(火)
夏休み親子さかな教室

滋賀県醒井養鱒場
指定管理者:滋賀県漁業協
同組合連合会

滋賀県醒井養鱒場 マス釣り体験、おさかなタッチングにエサまき体験をし
て、ニジマスづくしの昼食をたべよう！ 〇 小学生～中学生

子供 2,500円
保護者 2,100円

子どもは昼食代と教材費
保護者は昼食代と入場料

滋賀県醒井養鱒場
TEL:0749-54-0301

http://samegai.siga.jp

6 7/27(土) つくってあそぼ 湖北野鳥センター
琵琶湖水鳥・湿地センター

滋賀県
琵琶湖水鳥・湿地センター

季節の生き物や、自然についてのおはなしと、簡単な工作
をします。 一般 無料 湖北野鳥センター

TEL:0749-79-1289
http://www.biwa.ne.jp/~nio

7 7/27(土)、8/10(土)・8/18(日) 動物のカスタネット
木のキューブクラフト 近江富士花緑公園 学習館 三上・田上・信

楽県立自然公園
間伐材を利用したクラフト体験を通し、森林への理解を深
めていただきます。

○ 幼稚園以上
カスタネット/600円
キューブ/500円 要事前申込

近江富士花緑公園
TEL:077-586-1930

http://www.seibu-la.co.jp/park/karyoku/

8 7/28(日) 自然観察会 栗東自然観察の森 栗東自然観察の森 盛夏の森の中を、指導員やボランティアと歩きます。 ○ どなたでも 無料 栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

http://www.city.ritto.lg.jp

9 8/3(土) 探鳥会 湖北野鳥センター
琵琶湖水鳥・湿地センター

滋賀県
湖北野鳥センター周辺

日本野鳥の会滋賀との共催事業。
センター周辺で野鳥を観察します。

一般
入館料

大人200円
小人100円

湖北野鳥センター
TEL:0749-79-1289

http://www.biwa.ne.jp/~nio

10 8/3(土) そば打ち体験 近江富士花緑公園 里の家 三上・田上・信
楽県立自然公園

そば打ち体験を通し、食べるまでの苦労を学び、食への感
謝の気持ちを育みます。

○ 小学生以上の親子 1,000円 要事前申込 近江富士花緑公園
TEL:077-586-1930

http://www.seibu-la.co.jp/park/karyoku/

11 8/3(土)

自然に学び、自然を楽しむ自然
家族事業
「びわ湖の日」～プランクトン
～

大津市 滋賀県大津市 琵琶湖岸、びわ
湖大津館

プランクトンや底生生物を採集し、観測して種類を調べま
す。

市内在住の4歳児～小学生
とその保護者

無料 要事前申込：7/16(火)締切
大津市地球温暖化防止活動推
進センター
TEL:077-526-7545

12 8/3(土)～４(日) 森の子キャンプ NPO法人麻生里山センタ
ー

森林公園くつきの森 薪割り、ロケットストーブでカレー作り、キャンプファイ
ヤー、森探検、森の万華鏡作り等を行います。。 小学3～6年生 7,000円 定員30名 森林公園くつきの森

TEL:0740-38-8099
www.zb.ztv.ne.jp/fk7mkxbp/asosatoyama/

13 8/4(日) 自然観察会 栗東自然観察の森 栗東自然観察の森 盛夏の森の中を、指導員やボランティアと歩きます。 ○ どなたでも 無料 栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

http://www.city.ritto.lg.jp

14 8/6(火) 川の生き物観察会 快適環境づくりをすすめる
会 犬上川南青柳橋周辺(仮) 犬上川に生息する、魚や水生生物を観察します。 彦根市民一般

(保護者同伴)
小学生以上100円

濡れてもよい服装で
雨天または増水等で中止に
なる場合あり

快適環境づくりをすすめる会
(担当:平松)

TEL:0749-26-0510

15 8/10(土) 「水生生物観察会」
洞窟探検 環境フォーラム湖東 多賀町佐目 身近な環境に関心を持ってもらうために、犬上川に生息す

る水生生物観察や、洞窟探検を実施します。
○ 一般 無料

要事前申込
荒天延期(8/24)、再延期なし

環境フォーラム湖東事務局(滋
賀県湖東環境事務所内)

http://www.f-koto.org/

16 8/10(土)・18(日) つくってあそぼ！スペシャル 湖北野鳥センター
琵琶湖水鳥・湿地センター

滋賀県
湖北野鳥センター
琵琶湖水鳥・湿地センター

夏休み限定企画、自然のものを使って、どろだんごや土鈴
の創作をします。

一般 入館料
その他材料費

詳細はHP参照 湖北野鳥センター
TEL:0749-79-1289

http://www.biwa.ne.jp/~nio

17 8/11(日祝) 親子観察会 栗東自然観察の森 栗東自然観察の森 指導員と、森の不思議を探しませんか。 ○ 小学低学年までと保護者 無料 栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

http://www.city.ritto.lg.jp

18 8/11(日祝)
ミニクラフト
「竹笛」 栗東自然観察の森 栗東自然観察の森 森の恵みを使って、クラフトしよう ○ どなたでも 100円 栗東自然観察の森

TEL:077-554-1313
http://www.city.ritto.lg.jp

19 8/17（土） 里山観察会
「小さないきもの」

NPO法人麻生里山センタ
ー 森林公園くつきの森 専門の講師をお迎えし、森の植物やいきものを観察しなが

ら、里山のふしぎを探っていきます。
大人700円、

小学生以下500円 定員2名 森林公園くつきの森
TEL:0740-38-8099

www.zb.ztv.ne.jp/fk7mkxbp/asosatoyama/

京
都
府

1 7/21(日)
夏の自然教室
夏の御苑にふれよう

京都御苑管理事務所、
(一財)国民公園協会京都御
苑支部

京都御苑 夏に見られる動植物について、講師の解説を聞きながら苑
内を散策します。 一般 100円

(一財)国民公園協会京都御苑支
部
TEL:075-211-6364

http://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/

2 7/21(日)
けいはんな子ども天文クラブ
観望会「木星・土星を見よう」

けいはんな科学共育デザイ
ンラボ

京都府相楽郡精華町精華台6丁目1
番地

けいはんな記念
公園

子供達に宇宙への興味をもってもらうために、星空で多く
の天体にふれる機会を提供します。 どなたでも 無料

開催19:30～21:00

雨天判断はイベント開催3時
間前に公式Facebookで告知

けいはんな子ども天文クラブ
公式Facebook

https://www.facebook.com/
AstroClubKeihanna/　

https://keihanna-park.net/

3
7/24(水)、8/4(日)・10(土)・

16(金)
再生の森づくり 京都府立木津川運動公園指

定管理者

京都府城陽市
城陽五里五里の丘(京都府立木津
川運動公園)

京都府立木津川
運動

公園の中にある再生の森づくりをする活動です。
森守クラブ城陽(ボランティア)会員も募集中。 一般 無料 初回は要事前申込

城陽五里五里の丘
TEL:0774-66-6022
(9:00～17:00 木曜休園)

http://fmtpark.com

4

7/24(水)・27(土)・31(水)、
8/3(土)・7(水)・10(土)・

14(水)・17(土)

花いっぱい活動 京都府立木津川運動公園指
定管理者

京都府城陽市
城陽五里五里の丘(京都府立木津
川運動公園)

京都府立木津川
運動

ごりごりの丘の花壇を花いっぱいにしよう。
はらっぱ花壇クラブ(ボランティア)会員も募集中。 一般 無料 初回は要事前申込

城陽五里五里の丘
TEL:0774-66-6022
(9:00～17:00 木曜休園)

http://fmtpark.com

5 7/24(水) いきもの探偵団
(公財)京都市環境保全活動
推進協会(京エコロジーセ
ンター指定管理者)

京エコロジーセンター 京エコロジーセンターの屋上ビオトープで、生きものを観
察します。

小学生
(小学3年生以下は要保護者
同伴。小学生未満の兄弟
姉妹は参加可)

無料 要事前申込：7/2～17

定員20名(抽選)

京エコロジーセンター
TEL:075-641-0911

https://www.miyako-eco.jp/

6 7/25(木) 水景園のいけばな教室 けいはんな記念公園 京都府相楽郡精華町精華台6丁目1

番地
けいはんな記念
公園

500年の歴史を持ついけばな「池坊」の美の流儀を学びま
せんか。
資格を取りたい方、気軽に花を生けたい方、どなたでもニ
ーズにあわせて指導します。

どなたでも 2,000円
(花材費込)

開催13:30～16:00
要事前申込：3日前まで
持ち物：花ばさみ、花を持
ち帰る袋、筆記用具

けいはんな記念公園
TEL:0774-93-1200

https://keihanna-park.net/

7 7/25(木) ハーバリウム教室 (公財)京都府公園公社 京都府京都市 伏見港公園 瓶に花を浸して、オリジナルインテリアを製作しよう。 小学生 600円～ 詳細はHP参照 伏見港公園管理事務所
TEL:075-611-7081

http://www.kyoto-park.or.jp/fushimi/

8 7/27(土) 草月流いけばな教室 けいはんな記念公園 京都府相楽郡精華町精華台6丁目1
番地

けいはんな記念
公園

個性を尊重し、自由な表現を求める「草月流」のいけばな
教室です。
初心者の方、経験者の方、資格を取りたい方、どなたでも
ご指導します。

どなたでも 3,500円
(花材費込)

開催13:30～16:00

要事前申込：3日前まで
持ち物：花ばさみ、花を持
ち帰る袋、筆記用具

けいはんな記念公園
TEL:0774-93-1200

https://keihanna-park.net/

9 7/27(土)
花いっぱい大作戦の会
「リコリス球根の植え付け」 けいはんな記念公園 京都府相楽郡精華町精華台6丁目1

番地
けいはんな記念
公園

花をいっぱい咲かせるためのボランティア活動です。
どなたでも参加OK、予約の必要なし。
お気軽にお問合せ下さい。

どなたでも
(未就学児は保護者同伴)

無料 開催10:00～12:00
けいはんな記念公園
TEL:0774-93-1200

https://keihanna-park.net/

10 7/28(日)
夏休み親子自然観察会
「水辺の動植物に親しもう！」
＆竹流しそうめん

京都市西京区役所
洛西支所地域力推進室

京都府京都市西京区大原野西竹の
里町

大蛇ヶ池公園
親子自然観察会(講師：神戸教育短期大学 教授 片山雅男 
氏)と、洛西の竹を使った竹皿づくり＆竹流しそうめんを
実施します。

小学生くらいまでとその
保護者

無料
要事前申込：7/25(木)まで
定員100名(先着)

申込詳細はHP参照

京都いつでもコール
TEL:075-661-3755
FAX:075-661-5855
(年中無休 8:00～21:00)

https://www.city.kyoto.lg.jp/nisikyo/page/
0000253661.html

11 8/2(金)・3(土)・4(日) 夏のトンボ池一般公開
京都御苑管理事務所、
(一財)国民公園協会京都御
苑支部

京都御苑
普段は非公開としているビオトープを、期間限定で公開し
ます。
散策や、動植物の観察を行うことが出来ます。

一般 無料
(一財)国民公園協会京都御苑支
部
TEL:075-211-6364

http://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/

12 8/3(土) 夏の昆虫を探そう 山城総合運動公園
京都府宇治市広野町八軒屋谷1番
地

山城総合運動公
園 園内に生息している、昆虫の夜の生態観察を行います。

幼児～小学生
(幼児は保護者同伴)

1組500円 要事前申込
詳細はHP参照

(公財)京都府公園公社
TEL:0774-24-1313

http://www.kyoto-park.or.jp/yamashiro/

13 8/3(土) 夏休み親子でクラフト 山城総合運動公園 京都府宇治市広野町八軒屋谷1番
地

山城総合運動公
園 クラフトテープを使って、親子で夏休みの工作をしよう。 小学生と保護者 1作品500円 要事前申込

詳細はHP参照
(公財)京都府公園公社
TEL:0774-24-1313

http://www.kyoto-park.or.jp/yamashiro/

14 8/4(日) 植物を使った虫よけスプレーづ
くり

京都府立木津川運動公園指
定管理者

京都府城陽市
城陽五里五里の丘(京都府立木津
川運動公園)

京都府立木津川
運動

ごりごりの丘で摘んだヨモギを使った、天然ハーブの虫よ
けスプレーづくり。
親子で夏休みに手作りしませんか。

一般または親子 無料
要事前申込
定員あり
詳細はHP参照

城陽五里五里の丘
TEL:0774-66-6022
(9:00～17:00 木曜休園)

http://fmtpark.com

15 8/7(水) 竹とんぼ作り教室 (公財)京都府公園公社 京都府京都市 伏見港公園 切り出した竹から、竹とんぼを作ろう。 小学生 300円 詳細はHP参照 伏見港公園管理事務所
TEL:075-611-7081

http://www.kyoto-park.or.jp/fushimi/

16 8/10(土) 星空カフェ てんもんぶ 京都府相楽郡精華町精華台6丁目1

番地
けいはんな記念
公園

夜の公園で、天体望遠鏡を眺めましょう。
ガイドが星空をご案内します。
この日は木星や土星がみえるかもしれません。

どなたでも
(夜間のため保護者同伴を
推奨)

無料
19:00～20:30

雨天判断は3時間前までに
HPで告知

けいはんな記念公園
TEL:0774-93-1200

http://fmtpark.com

17 8/10(土) はらっぱ星空観望会 京都府立木津川運動公園指
定管理者

京都府城陽市
城陽五里五里の丘(京都府立木津
川運動公園)

京都府立木津川
運動

およそ11haある公園のはらっぱで夜空を見上げよう。
夏の星々のかんさつ会です。

どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

中学生以上200円、
小学生100円、
幼児無料

要事前申込
定員あり
詳細はHP参照

城陽五里五里の丘
TEL:0774-66-6022
(9:00～17:00 木曜休園)

https://www.miyako-eco.jp/

18 8/17(土) 夏の鳴く虫かんさつ 京都府立木津川運動公園指
定管理者

京都府城陽市
城陽五里五里の丘(京都府立木津
川運動公園)

京都府立木津川
運動

耳をすませば、虫の演奏会が聞こえてきます。
耳で楽しむ観察会です。 親子 無料

要事前申込
定員あり
詳細はHP参照

城陽五里五里の丘
TEL:0774-66-6022
(9:00～17:00 木曜休園)

19 8/18(日) 深草の竹で遊ぼう！
(公財)京都市環境保全活動
推進協会(京エコロジーセ
ンター指定管理者)

京エコロジーセンター 竹を使った遊び体験や、竹を使った工作を行います。 どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

無料
(一部工作は有料)

当日随時実施 京エコロジーセンター
TEL:075-641-0911

1 7/21(日) Family Nature Program
石川中流での魚とり

都市公園石川河川公園管理
共同体、
雨ふる大地の水辺保全ネッ
トワーク
(共催)

大阪府羽曳野市
石川河川公園

石川河川公園 大和川水系の石川で、たも網や投網を用いて捕まえた、魚
や水生生物を観察します。

小学生以上の子ども
(小学3年生以下は保護者同
伴)

子ども500円、
大人200円
(保険料込)

開催13:30～15:00

要事前申込
定員15名(先着)

詳細はHP参照

石川河川公園管理事務所
TEL:072-956-1900

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/ishikawa_top

2 7/21(日)
作ってみよう　
竹の水てっぽう

(一財)大阪府みどり公社、
NPO法人日本パークレン
ジャー協会

大阪府四條畷市
むろいけ園地

金剛生駒紀泉国
定公園

昔懐かしい、竹の水てっぽう。
親子で作り遊びも体験します。 一般 500円 (一財)大阪府みどり公社

TEL:06-6266-1038 
http://osaka-midori.jp/mori/muroike/
event.html

3 7/21(日) 夏の昆虫観察会 (一財)大阪府みどり公社 大阪府南河内郡千早赤坂村
ちはや園地

金剛生駒紀泉国
定公園

夏の金剛山で見られる、いろいろな昆虫を観察します。 ○ 一般 500円 (一財)大阪府みどり公社
TEL:06-6266-1038 

http://osaka-midori.jp/mori/chihaya/
event.html

4 7/21(日)～8/3(土)
流域・子どもの「いきもの」ミ
ュージアム

都市公園石川河川公園管理
共同体・雨ふる大地の水辺
保全ネットワーク　共催

大阪府羽曳野市
石川河川公園
管理事務所展示ホール

石川河川公園
石川流域・大和川に関わる大学～小・中学生らによる企画
水槽により、流域の生き物をわかりやすく展示します。 どなたでも 無料 自由参加

石川河川公園管理事務所
TEL:072-956-1900

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/ishikawa_top

5 7/27(土) ナイトハイクと星空観察会
(一財)大阪府みどり公社、
NPO法人日本パークレン
ジャー協会

大阪府南河内郡千早赤坂村
ちはや園地

金剛生駒紀泉国
定公園

夜の森を散策し、ヒメボタルを探します。
また、星空観察も行います。 ○ 一般 500円

(一財)大阪府みどり公社
TEL:06-6266-1038 

http://osaka-midori.jp/mori/chihaya/
event.html

6 7/27(土)

みのおこうえん自然観察会
夏休み企画
 「川や水辺にすむ生きものを観
察しよう」

メイプルハーツ箕面公園管
理事務所

大阪府箕面市
箕面公園 箕面国定公園内

箕面公園のなかを流れる川の中や水辺には、どんな生きも
のたちが暮らしているんだろう？
みんなで調べてみよう。

○
幼児～中学生をもつ家
族・一般 100円/人

開催10:00～12:30

要事前申込
定員30名
昆虫館前集合

箕面公園管理事務所
TEL:072-721-3014

http://www.mino-park.jp/

7 7/27(土)
レッツ久宝探検隊
「セミの羽化観察会」 久宝寺緑地管理事務所 大阪府八尾市

久宝寺緑地 大阪府営公園 セミの幼虫が夕方穴から這い出し、木に登り羽化する様子
を観察します。 一般 無料

持ち物：虫よけスプレー(必
需)、長袖、長ズボン、水
筒、雨具、タオル、帽子、
ノート、あればカメラ

久宝寺緑地管理事務所
TEL:072-992-2489

http://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/kyuhouji_top

8 7/27(土)

自然ふしぎ発見クラブ
公園でセミの羽化を見てみませ
んか

豊中市立eMIRAIE環境交
流センター

大阪府豊中市
千里中央公園

セミが地上に出て、近くの木の幹や枝に登り、"羽化"する
様子を観察します。 5歳以上の子ども 無料

要事前申込：7/25まで
定員30名(先着)

豊中市立eMIRAIE環境交流セ
ンター
TEL:06-6844-8611

https://kankyokoryu.jp/

http://www.city.ritto.lg.jp/
http://www.seibu-la.co.jp/park/karyoku/
http://samegai.siga.jp/
http://www.seibu-la.co.jp/park/karyoku/
http://www.seibu-la.co.jp/park/karyoku/
http://www.zb.ztv.ne.jp/fk7mkxbp/asosatoyama/
http://www.f-koto.org/
http://www.zb.ztv.ne.jp/fk7mkxbp/asosatoyama/
http://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/
https://keihanna-park.net/
http://fmtpark.com/
http://fmtpark.com/
https://keihanna-park.net/
http://www.kyoto-park.or.jp/fushimi/
https://keihanna-park.net/
https://keihanna-park.net/
https://www.city.kyoto.lg.jp/nisikyo/page/0000253661.html
http://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/
http://www.kyoto-park.or.jp/yamashiro/
http://www.kyoto-park.or.jp/yamashiro/
http://fmtpark.com/
http://www.kyoto-park.or.jp/fushimi/
http://fmtpark.com/


大
阪
府

9 7/27(土)、8/10(土) Family Nature Program
石川中流での魚とり

都市公園石川河川公園管理
共同体、
雨ふる大地の水辺保全ネッ
トワーク
(共催)

大阪府羽曳野市
石川河川公園 石川河川公園 大和川水系の石川で、たも網や投網を用いて捕まえた、魚

や水生生物を観察します。

小学生以上の子ども
(小学3年生以下は保護者同
伴)

子ども500円、
大人200円
(保険料込)

開催9:30～11:00
要事前申込
定員15名(先着)
詳細はHP参照

石川河川公園管理事務所
TEL:072-956-1900

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/ishikawa_top

10 7/28(日) 自然に親しむ探検講座 茨木市
大阪府茨木市
里山センター

里山の自然材料や、家にある身近な材料で、工作を楽しみ
ます。

○ 市内在住の小学生以上 200円 環境政策課
TEL:072-620-1644

http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/
sangyo/kankyos/index.html

11 7/28(日)
セミのふしぎとキノボリゼミを
作ろう！ この指たかれ 大阪府豊中市

服部緑地 都市緑化植物園 服部緑地内 セミの抜け殻を観察した後、工作でキノボリゼミを作りま
す。 3歳～小学校6年生

無料
(別途入園料210円、
中学生以下無料)

開催10:30～12:30

当日受付
定員20名(先着)

服部緑地 都市緑化植物園
TEL:06-6866-3621

http://hattori.osaka-park.or.jp/

12 7/28(日)
メダカとデンジソウの水鉢づく
り

大泉緑地指定管理グループ
大阪府堺市
大泉緑地
花と緑の相談所

大阪府営公園 親しみのある小魚「メダカ」と、水生シダの仲間「デンジ
ソウ」を育ててみよう！

一般 300円 要事前申込
定員20組

大泉緑地
花と緑の相談所
TEL:072-251-0871

http://www.osaka-park.or.jp/nanbu/oizumi/
main.html

13 7/28(日) 金剛山夏まつり (一財)大阪府みどり公社 大阪府南河内郡千早赤坂村
ちはや園地

金剛生駒紀泉国
定公園

自然素材クラフトやガイドウォーク、森の音楽隊による演
奏、特産品の販売を行います。 ○ 一般 無料

(一財)大阪府みどり公社
TEL:06-6266-1038 

http://osaka-midori.jp/mori/chihaya/
index.html

14 7/28(日) 千里川の水生生物観察会 豊中市立eMIRAIE環境交
流センター

大阪府豊中市
箕輪周辺 地域の川に生息する、生き物を観察します。 5歳以上 無料

要事前申込：7/26まで
定員40名(先着)

豊中市立eMIRAIE環境交流セ
ンター
TEL:06-6844-8611

https://kankyokoryu.jp/

15 7/28(日) 森づくりの集い とよなか市民環境会議アジ
ェンダ21

滋賀県甲賀市 ヒノキやスギの皮むき間伐体験などを通して、水の水源地
域と下流地域の地域間交流を図ります。 ○

小学生以上の子どもと保
護者

子ども500円
大人2,000円

要事前申込
定員20名(先着)

とよなか市民環境会議アジェ
ンダ21
TEL:06-6844-8611

https://toyonaka-agenda21.jp/

16 7/28(日) 天の川七夕まつり  

大阪府交野市水辺プラザ、
京阪電車交野線私市駅前公園、
星の里いわふね、
私市植物園

人と自然が交わり楽しみ合える場として、機会を提供する
ため、地域団体と連携して、行灯や笹飾りの設置や模擬店
の出店をします。

一般 無料 TEL:072-892-4500
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/
2018062800054/

17 7/28(日)、8/19(月)
摂津峡クリーン＆マナーアップ事
業 高槻市 大阪府高槻市

摂津峡

摂津峡の自然環境の保全を図るため、清掃活動を行うとと
もに、ごみの持ち帰りなどマナーアップの啓発を行いま
す。

○
地元自治会、
地元団体、
市職員

無料 ※8/31(土)にも開催 高槻市環境緑政課
TEL:072-674-7483

なし

18 7/28(日) 藍の生葉染め体験 錦織公園指定管理グループ 大阪府富田林市
河内の里(里の家)

錦織公園 絹ハンカチの絞り染め体験をします。 小学生以上 300円

要事前申込：窓口・電話に
て
定員10名(先着)

詳細はHP参照

錦織公園管理事務所
TEL:0721-24-1506

http://www.nishikori-park.jp

19 7/30(火) チリメンモンスターを探そう！ せんなん里海公園管理事務
所

大阪府泉南郡岬町
せんなん里海公園
しおさい楽習館

大阪府営公園 チリメンジャコに紛れている、小さな海の生き物たちを、
みんなで見つけましょう！ 一般 無料

要事前申込
定員30名
詳細はHP参照

せんなん里海公園管理事務所
TEL:072-494-2626

http://www.osaka-park.or.jp/rinkai/sennan/
main.html

20 7/31(水) 自然に親しむ探検講座 茨木市 大阪府茨木市
里山センター 里山の水辺や森を歩いて、生きものを探します。 ○

市内在住の小学生以上の
方 無料 環境政策課

TEL:072-620-1644
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/
sangyo/kankyos/index.html

21 8/3(土) 浜寺水路の干潟で生き物探し 浜寺公園自然の会/浜寺公
園

大阪府堺市 浜寺公園 干潮時に浜寺水路にて生息する、生き物の観察会を行いま
す。

年長～小学生
(保護者同伴可)

無料 要事前申込
定員20名

浜寺公園管理事務所
TEL:072-261-0936

浜寺公園：https://www.osaka-park.or.jp/

rinkai/hamadera/main.html
浜寺公園自然の会：https://
sites.google.com/site/hamaderasizen/

22 8/3(土)
探してみよう！
川の生きもの 茨木市 大阪府茨木市

安威川、桑原橋付近
水生昆虫の捕獲と観察を行い、水環境と生物多様性の大切
さについて学びます。

市内在住の小学3～6年生
とその保護者 無料 環境政策課

TEL:072-620-1644
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/
sangyo/kankyos/index.html

23 8/3(土)
陸ガニの冒険
「陸ガニの放仔を観察しよう♪」

せんなん里海公園管理事務
所

大阪府泉南郡岬町
せんなん里海公園
潮騒ビバレー

大阪府営公園 陸ガニが水辺に卵を放つ神秘的な光景を、みんなで見守り
ましょう！ 一般 無料

要事前申込
定員30名
詳細はHP参照

せんなん里海公園管理事務所
TEL:072-494-2626

http://www.osaka-park.or.jp/rinkai/sennan/
main.html

24 8/3(土)
赤坂下池
ツバメのねぐら入り観察会

とよなか市民環境会議アジ
ェンダ21

大阪府豊中市
赤坂下池(柴原町)

大阪府内では限られたツバメのねぐらに、ツバメが集団で
入る様子を観察します。 一般 無料 要事前申込：8/1まで

定員30名(先着)

とよなか市民環境会議アジェ
ンダ21
TEL:06-6844-8611

https://toyonaka-agenda21.jp/

25 8/3(土)～4(日) わくわく！キャンプ 錦織公園指定管理グループ
大阪府富田林市
河内の里(里の家)、
山の家

錦織公園 公園内の宿泊キャンプを行います。 小学生5・6年生 2,500円
要事前申込
定員10名(先着)
詳細はHP参照

錦織公園管理事務所
TEL:0721-24-1506

http://www.nishikori-park.jp

26 8/4(日)
夢ひろば
大泉緑地の夏を遊ぼう！

おおいずみ・どんぐりの会

大阪府堺市
大泉緑地
ひつじ広場前樹林地
※雨天時は中央休憩所に変更

大阪府営公園 どんぐりなどを使った工作、自然のものを使ったゲームな
ど、親子で自然を学び・楽しめるイベントです。

一般 無料
大泉緑地
花と緑の相談所
TEL:072-251-0871

http://www.osaka-park.or.jp/nanbu/oizumi/
main.html

27 8/4(日) 楽しい昆虫教室 大泉緑地指定管理グループ
大阪府堺市
大泉緑地
花と緑の相談所

大阪府営公園 昆虫が生き抜くための、色々なヒミツを、みんなで解き明
かそう♪ 一般 無料 要事前申込

定員30名

大泉緑地
花と緑の相談所
TEL:072-251-0871

http://www.osaka-park.or.jp/nanbu/oizumi/
main.html

28 8/4(日) 森のおもちゃづくり (一財)大阪府みどり公社 大阪府南河内郡千早赤坂村
ちはや園地

金剛生駒紀泉国
定公園

木の実などを使って、かわいい森のおもちゃをつくりま
す。 一般 500円

(一財)大阪府みどり公社
TEL:06-6266-1038 

http://osaka-midori.jp/mori/chubu/
event.html

29 8/4(日) クラフト教室 堺自然ふれあいの森 大阪府堺市南区
堺自然ふれあいの森

小枝や木の実を使って、工作をします。
今月は「いろんな種を使った工作」です。 どなたでも 50円/作品 開催10:00～14:30

堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

30 8/4(日)
傍示の里
里山体験 交野市星のまち観光協会

大阪府交野市
傍示の里中のたんぼ
(交野市傍示付近)

野草の天ぷらや、竹での炊飯を通じて、交野市の自然環境
のPRや里山保全を行います。

幼稚園児以上の子どもと
その家族

20,000円/家族 交野市星のまち観光協会
TEL:050-3740-7262

31 8/4(日)

みのおこうえん自然観察会
夏休み企画
「夏の朝　早起き生きもの観察
会」

メイプルハーツ箕面公園管
理事務所

大阪府箕面市
箕面公園 箕面国定公園内

夜から森のレストランに集まっている虫たち、早起きの鳥
たち。
昼間とは違う生きものに、出あえるかも。
すがすがしい早朝の森を、めぐってみよう！

○
幼児～中学生をもつ家
族、一般 100円/人

開催6:30～9:00

要事前申込
定員30名
箕面駅前集合

箕面公園管理事務所
TEL:072-721-3014

http://www.mino-park.jp/

32 8/4(日)

みのおこうえん
むしむし大作戦2019
大灯火こんちゅう観察会

メイプルハーツ箕面公園管
理事務所・箕面公園昆虫館

大阪府箕面市
箕面公園(瀧安寺前広場)

箕面国定公園内 夜の箕面の森では、どんな虫たちが活動しているのか、大
きな布に光をあてて、集まってくる虫たちを観察しよう。 どなたでも 無料

開催18:00～20:45

自由参加
箕面公園管理事務所
TEL:072-721-3014

http://www.mino-park.jp/

33 8/4(日) まちやまウォーキング8月 メイプルハーツ箕面公園管
理事務所

大阪府箕面市
箕面公園 箕面国定公園内

滝道沿い3か所で、箕面の自然にまつわるクイズにチャレ
ンジしながら、適度な距離を歩くフリーウォーキングで
す。
箕面大滝往復約5.6km。

○ どなたでも 無料

開催9:30～16:00
9:00～15:00に公園事務所前
でクイズカード配布
自由参加

箕面公園管理事務所
TEL:072-721-3014

http://www.mino-park.jp/

34 8/4(日) 深北の日 深北緑地パートナーズ 大阪府大東市
深北緑地

総合公園 アジサイの剪定講習をし、植物と触れ合います。 一般 無料 動きやすい服装
雨天中止

深北緑地管理事務所
TEL:072-877-7471

www.fukakitaryokuchi.jp/

35 8/7(水)
見つけに行こう！
茨木の生きもの 茨木市 大阪府茨木市

泉原地区 セミなどの夏の生きものと、外来生物を観察します。 ○ どなたでも 無料
環境政策課
TEL:072-620-1644

http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/
sangyo/kankyos/index.html

36 8/7(水)～9(金)
夏休みクワガタ・カブトムシキ
ャンプ 紀泉わいわい村 大阪府泉南市

紀泉わいわい村
金剛生駒紀泉国
定公園

虫捕り、魚捕り、川遊び、野外料理など、夏休みを満喫し
よう。 ○ 小学1年生～6年生 23,000円 要事前申込

定員30名
紀泉わいわい村
TEL:072-485-0661 

http://www.osakaymca.or.jp/shisetsu/
kisenwaiwaimura/index.html

37 8/8(木) 1～3才の親子で森あそび 堺自然ふれあいの森 大阪府堺市南区
堺自然ふれあいの森

のんびり森を散歩しながら、生きもの観察や自然遊びをし
ます。 ○ 1～3才児と保護者 200円 開催10:30～13:30

要事前申込：7/11～受付
堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

38 8/10(土) 体験！ネイチャーゲーム (一財)大阪府みどり公社 大阪府南河内郡千早赤坂村
ちはや園地

金剛生駒紀泉国
定公園

ゲームを通じて、自然の不思議やおもしろさを発見しよ
う！ ○ 一般 500円 (一財)大阪府みどり公社

TEL:06-6266-1038 
http://osaka-midori.jp/mori/chihaya/
event.html

39 8/11(日祝) たわしでリスづくり (一財)大阪府みどり公社 大阪府南河内郡千早赤坂村
ちはや園地

金剛生駒紀泉国
定公園

タワシからビックリするような、かわいいリスが作れま
す。 一般 500円

(一財)大阪府みどり公社
TEL:06-6266-1038 

http://osaka-midori.jp/mori/chihaya/
event.html

40
8/12(月振)

8/18(日)
夏休み実験工作 (一財)大阪府みどり公社 大阪府南河内郡千早赤坂村

ちはや園地
金剛生駒紀泉国
定公園 熱や磁石を使った実験で、自然の不思議を体験！ 一般 500円

(一財)大阪府みどり公社
TEL:06-6266-1038 

http://osaka-midori.jp/mori/chihaya/
event.html

41 8/15(木) 夏の金剛山で草木染め (一財)大阪府みどり公社 大阪府南河内郡千早赤坂村
ちはや園地

金剛生駒紀泉国
定公園

森で集めた木の葉で、白いハンカチやシルクスカーフを素
敵な色に染めてみよう！ 〇 一般 500円 (一財)大阪府みどり公社

TEL:06-6266-1038 
http://osaka-midori.jp/mori/chihaya/
event.html

42 8/16(金) 調べよう！内海のいきもの(仮称) りんくう公園管理事務所 大阪府泉佐野市 りんくう公園 りんくう公園内の内海に、どんな生き物が住んでいるの
か、調査しよう。

親子
(子どもは小学生)

無料 動きやすく汚れてもよい服
装

りんくう公園管理事務所
TEL:072-469-7717

http://rinku.osaka-park.or.jp/

43 8/17(土)
Family Nature Program 2019
石川上流で魚とり 長野公園管理共同体

大阪市河内長野市
長野公園、
奥河内さくら公園(長野地区)前の
石川

長野公園 河内長野市を流れる石川上流部で、魚や水生昆虫を探し
て、観察します。

小学生以上
(低学年は保護者同伴)

無料

要事前申込：7/5(金)～
8/16(金)

定員15名(先着)

詳細はHP参照
雨天・悪天候中止

長野公園管理事務所
TEL:0721-62-2772

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/nagano_top

44 8/17(土) 森の実習隊 錦織公園指定管理グループ 大阪府富田林市
錦織公園内

錦織公園 公園内の樹林管理作業を行います。 〇 18歳以上 無料
随時窓口・電話にて受付
定員5名(先着)
詳細はHP参照

錦織公園管理事務所
TEL:0721-24-1506

http://www.nishikori-park.jp

45 8/17(土) 案山子つくり体験 堺自然ふれあいの森 大阪府堺市南区
堺自然ふれあいの森 わらや竹を使って、田んぼに立てるかかしを作ります。 小学生 200円

開催10:00～12:00

要事前申込：7/20～受付開
始

堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

46 8/20(火)～22(木) 夏休み田舎で遊ぼうキャンプ 紀泉わいわい村 大阪府泉南市
紀泉わいわい村

金剛生駒紀泉国
定公園

へっついさんでご飯づくりと、五右衛門風呂を体験しよ
う。 〇 小学1年～6年生 23,000円 要事前申込

定員30名
紀泉わいわい村
TEL:072-485-0661 

http://www.osakaymca.or.jp/shisetsu/
kisenwaiwaimura/index.html

兵
庫
県

1 7/21(日) 天体工作教室 加古川市立少年自然の家 加古川市立少年自然の家 ペットボトルロケットの工作と打上大会、青空星見会を行
います。

小学1～4年生と保護者 2,500円 定員20組
詳細はHP参照

加古川市立少年自然の家
TEL:079-432-5177

http://www.city.kakogawa.lg.jp/
soshikikarasagasu/kyoikushidobu/
shonenshizennoie/index.html

2 7/27(土) 河原探検 丹波市立青垣いきものふれ
あいの里

丹波市青垣町栗住野
加古川(中川原橋下)

加古川にすんでいる、水生昆虫や魚を観察します。
魚の取り方のコツも、教わります。

小学生以上
(3年生以下は保護者同伴)

無料 開催13:30～15:30

丹波市立青垣いきものふれあ
いの里
TEL:0795-88-0888

https://www.city.tamba.lg.jp/site/ikimono/

3 7/28(日) ウッドクラフト教室 加古川市立少年自然の家 加古川市立少年自然の家 電動糸のこなどを使い、組み木など数種類の選択肢の中か
ら、好きな作品を作ります。 小学4～6年生と保護者

小学生500円、
保護者100円

定員20組
詳細はHP参照

加古川市立少年自然の家
TEL:079-432-5177

http://www.city.kakogawa.lg.jp/
soshikikarasagasu/kyoikushidobu/
shonenshizennoie/index.html

4 8/3(土) 星見会 加古川市立少年自然の家 加古川市立少年自然の家 季節の星座の一等星、有名な星雲、星団を大型望遠鏡で観
察します。

一般 無料 詳細はHP参照 加古川市立少年自然の家
TEL:079-432-5177

http://www.city.kakogawa.lg.jp/
soshikikarasagasu/kyoikushidobu/
shonenshizennoie/index.html

5 8/3(土) 夏の星座観察会 丹波市立青垣いきものふれ
あいの里

丹波市立青垣いきものふれあいの
里 星座についてのお話と、天体望遠鏡で観察します。 どなたでも 無料 開催19:00～20:30

丹波市立青垣いきものふれあ
いの里
TEL:0795-88-0888

https://www.city.tamba.lg.jp/site/ikimono/

6 8/11(日)～13(火) サマーキャンプ 加古川市立少年自然の家 加古川市立少年自然の家 野外活動や自然とのふれあい、宿泊体験を通して、子ども
を心身ともに健全に育みます。 小学4年生～6年生40名 7,000円 詳細はHP参照 加古川市立少年自然の家

TEL:079-432-5177

http://www.city.kakogawa.lg.jp/
soshikikarasagasu/kyoikushidobu/
shonenshizennoie/index.html

7 8/17(土) むしとりペナントレース 丹波市立青垣いきものふれ
あいの里

丹波市立青垣いきものふれあいの
里

つかまえた虫について解説していただきます。
多くの虫を捕まえて自由研究に。 〇

幼児～小学生とその保護
者
(3年生以下は保護者同伴)

無料
開催10:00～12:00、13:00～
15:00
雨天順延(18日)

丹波市立青垣いきものふれあ
いの里
TEL:0795-88-0888

https://www.city.tamba.lg.jp/site/ikimono/

8 8/17(土)～18(日)
夏休み！
家族で泊まって星見会 加古川市立少年自然の家 加古川市立少年自然の家 家族と一緒に少年自然の家の宿舎に泊まり、夜の天体観測

のほか、日中は自然体験活動をします。 小学生と保護者 小学生3,000円、
他2,000円

定員8組
詳細はHP参照

加古川市立少年自然の家
TEL:079-432-5177

http://www.city.kakogawa.lg.jp/
soshikikarasagasu/kyoikushidobu/
shonenshizennoie/index.html

1 7/21(日)
吉野熊野国立公園大台ヶ原地区
自然観察会 近畿地方環境事務所 奈良県吉野郡上北山村

大台ヶ原
吉野熊野国立公
園

東大台を一緒に散策して、見どころや自然、取組みをご紹
介します。 〇 小学生以上 100円(保険料)

雨天決行、荒天中止
持ち物：弁当、飲料、雨具
必須
詳細はHP参照

近畿地方環境事務所吉野管理
官事務所
TEL:0746-34-2202

http://kinki.env.go.jp/to_2019/post_160.html

https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2018062800054/
http://www.fukakitaryokuchi.jp/
http://kinki.env.go.jp/to_2019/post_160.html


奈
良
県

2 7/22(月)予定 神秘の森 荘厳の山
大台ヶ原を歩く

近畿地方環境事務所 奈良県吉野郡上北山村
大台ヶ原

吉野熊野国立公
園

大台ヶ原登録ガイドによる東・西大台ガイドウォーク、特
別講師による自然再生ガイドウォークを実施します。 〇 一般

有料
(弁当代・保険料・立入手数
料)

雨天決行
持ち物：水筒、雨具
公共交通機関での参加要

上北山村地域活性化イベント
実行委員会
TEL:07468-2-0001

3 8/4(日)予定 神秘の森 荘厳の山
大台ヶ原を歩く 近畿地方環境事務所 奈良県吉野郡上北山村

大台ヶ原
吉野熊野国立公
園

大台ヶ原登録ガイドによる東・西大台ガイドウォーク、特
別講師による自然再生ガイドウォークを実施します。 〇 一般

有料
(弁当代・保険料・立入手数
料)

雨天決行
持ち物：水筒、雨具
公共交通機関での参加要

上北山村地域活性化イベント
実行委員会
TEL:07468-2-0001

4 8/11(日祝)
吉野熊野国立公園大台ヶ原地区
自然観察会 近畿地方環境事務所 奈良県吉野郡上北山村

大台ヶ原
吉野熊野国立公
園

東大台を一緒に散策して、見どころや自然、取組みをご紹
介します。 〇 小学生以上 100円(保険料)

雨天決行、荒天中止
持ち物：弁当、飲料、雨具
必須
詳細はHP参照

近畿地方環境事務所吉野管理
官事務所
TEL:0746-34-2202

http://kinki.env.go.jp/to_2019/post_160.html

和
歌
山
県

1 7/21(日) 自然観察教室
「植物の採集と標本の作製」 田辺市 ひき岩群周辺 吉野熊野国立公

園
ひき岩群周辺で植物を採集して、標本を作ります。
採集は簡単かもしれないので、お勧めです。 〇

小・中・高校生、
一般
(小学生は保護者同伴)

無料 持ち物：帽子、手袋
ふるさと自然公園センター
TEL＆FAX:0739-25-7252

MAIL:hikiiwa@mb.aikis.or.j

http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/
center-nittei.html

2 7/21(日)
自然観察教室
「粘菌の観察」

田辺市 ふるさと自然公園センター 吉野熊野国立公
園

南方熊楠で有名な粘菌は、不思議な生きものです。
餌を捕る時はアメーバのように動き回りますが、増えると
きは胞子を作ります。

小・中・高校生、
一般
(小学生は保護者同伴)

無料 持ち物：筆記用具
ふるさと自然公園センター
TEL＆FAX:0739-25-7252

MAIL:hikiiwa@mb.aikis.or.j

http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/
center-nittei.html

3 7/27(土)
自然観察教室
「カビの観察」(第2回)

田辺市 ふるさと自然公園センター 吉野熊野国立公
園

準備と採集。
カビの観察は、1回目で培養の準備をし、2回目で観察しま
すので、まとめて申し込みをして下さい。

小・中・高校生、
一般
(小学生は保護者同伴)

無料 持ち物：筆記用具
ふるさと自然公園センター
TEL＆FAX:0739-25-7252
MAIL:hikiiwa@mb.aikis.or.j

http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/
center-nittei.html

4 7/28(日)
自然観察教室
「プランクトンの観察」 田辺市 ふるさと自然公園センター

吉野熊野国立公
園

プランクトンは大変小さいので、顕微鏡で観察します。
植物プランクトンや動物プランクトンを、詳しく調べてみ
ませんか。

小・中・高校生、
一般
(小学生は保護者同伴)

無料 持ち物：筆記用具
ふるさと自然公園センター
TEL＆FAX:0739-25-7252

MAIL:hikiiwa@mb.aikis.or.j

http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/
center-nittei.html

5 8/2(金) 親子天体観察会 和歌山市立こども科学館 和歌山市四季の郷公園 双眼鏡や天体望遠鏡を使って、天体を観察することで、天
体についての興味や理解を深めます。

一般市民、
子供

(保護者同伴)
無料 申込不要

詳細はHP参照
こども科学館
TEL:073-432-0002

http://kodomo123.jp/

6 8/4(日) セミの分布調査 和歌山市立こども科学館 和歌山城公園及びこども科学館 セミの抜け殻を採集し、種類別に分類し、数を数え、セミ
の分布に変化がみられるか調べます。

一般市民、
子供

(保護者同伴)
無料

要事前申込：電話で
抽選
詳細はHP参照

こども科学館
TEL:073-432-0002

http://kodomo123.jp/

7 8/10(土)
自然観察教室
「夏の星座」 田辺市 ふるさと自然公園センター 吉野熊野国立公

園
こと座のベガ、わし座のアルタイル、はくちょう座のデネ
ブなど、夏の夜を彩る星座を観察しませんか。

小・中・高校生、
一般
(小学生は保護者同伴)

無料 持ち物：筆記用具、あれば
望遠鏡・双眼鏡

ふるさと自然公園センター
TEL＆FAX:0739-25-7252

MAIL:hikiiwa@mb.aikis.or.j

http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/
center-nittei.html

8 8/17(土) 石のペイント工作 和歌山市立こども科学館 和歌山市立こども科学館 川原の丸い石にペイントして、作品をつくります。
中学生以下
(小学４年生以下は保護者
同伴)

入館料
申込不要
先着順
詳細はHP参照

こども科学館
TEL:073-432-0002

http://kodomo123.jp/

9 8/18(日)
自然観察教室
「採集した標本の同定」 田辺市 ふるさと自然公園センター 吉野熊野国立公

園

採集や観察した昆虫や、植物の名前や特徴を、専門の先生
に教えてもらおう。
夏休みの自由研究の参考になるよ。

小・中・高校生、
一般
(小学生は保護者同伴)

無料 持ち物：採集した植物、昆
虫・筆記用具など

ふるさと自然公園センター
TEL＆FAX:0739-25-7252

MAIL:hikiiwa@mb.aikis.or.j

http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/
center-nittei.html
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