
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

福
岡
県

1 7/21(日) 平尾台ふしぎ発見隊 福岡県平尾台自然観察セン
ター

北九州市小倉南区
平尾台 北九州国定公園 こどもたちだけで、カルスト台地平尾台を学ぶ「日帰り自

然体験学習」を行います。 ○ 小学4～6年生 2,000円 要事前申込
詳細はHP参照

平尾台自然観察センター
TEL:093-453-3737

http://www.hiraodai.jp

2 7/21(日) ガシャモク観察会 北九州市 北九州市小倉南区呼野 お糸池 希少な水生植物≪ガシャモク≫を、ボートに乗って観察しま
す。

小学生以上の市民 無料

7/15号市政だより掲載
要事前申込：7/19まで
定員30名(申込多数時は抽選)
歩きやすい濡れてもよい
靴・服装

北九州市環境監視課
TEL:093-582-2239

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/
v00600008.html

3 7/21(日) カブトガニ産卵観察会 北九州市 北九州市小倉南区 曽根干潟 カブトガニの産卵地である曽根干潟において、産卵の観察
及び専門家による解説等を行います。 市民 無料

6/15号市政だより掲載
要事前申込：6/28まで
定員40名(申込多数時は抽選)

歩きやすい濡れてもよい
靴・服装

北九州市環境監視課
TEL:093-582-2239

4 7/24(水) 第23回 生物教室 関川・諏訪川流域会議 熊本県荒尾市上井手
岩本橋

水辺環境に詳しい環境カウンセラーと一緒に、水中の生き
物の採取・観察を通して川の水質を調べ、川のことを学
び、水環境について考えます。

○

大牟田市、荒尾市、南関
町在住の小学4年生以上
(保護者同伴の場合は低学
年可)

無料 定員30名 大牟田市環境保全課
TEL:0944-41-2721

5 7/25(木)
植物でアートに挑戦！
夏の草花たたき染め教室

大牟田市 大牟田市エコサンクセンター

身近な草花のたたき染めを行います。
草花の色や形を使って、布地に絵を描いたり、色々なパタ
ーンに染めたりします。
植物アートを通して、自然との共生について考えます。

○ 市内在住の小学生 200円 定員24名 大牟田市環境保全課
TEL:0944-41-2721

6 7/27(土) 親子昆虫観察会 春日市 福岡県春日市
春日公園

親子で身近な公園に生息する昆虫の採取を通して、昆虫の
仕組みや生物多様性について学びます。

市内居住の小学生とその
保護者 無料 春日市地域生活部環境課

TEL:092-584-1111

昨年度までの様子
http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/life/
gomikankyou/ecology/event/koncyu.html

7 7/27(土)
夜のおでかけ
「いいねん！」

飯塚市リサイクルプラザ工
房棟　
エコ工房

大将陣公園 公園内を散策しながら、夜のさまざまな生き物などを観察
します。 一般 200円

要事前申込
定員30名(先着)

詳細はHP参照

飯塚市環境整備課
TEL:0948-22-5500（内1655）
飯塚市リサイクルプラザ工房棟　
エコ工房
TEL:0948-22-5679

http://eco-kobo.com/nature/index.html

8 7/28(日)
四方台急坂登山
小穴コース：中級

福岡県平尾台自然観察セン
ター 北九州市小倉南区平尾台 北九州国定公園 小穴から急坂を登り、雄大な展望と野草を楽しむ登山で

す。 ○ 小学4年生以上 無料 要事前申込
詳細はHP参照

平尾台自然観察センター
TEL:093-453-3737

http://www.hiraodai.jp

9 8/1(水)
里山からの贈り物
「ウェルカムツリー作り」

大牟田市地域活性化センタ
ー 大牟田市エコサンクセンター

「どんぐり」や「まつぼっくり」、「枯れ枝」など自然の
材料や廃材などでウェルカムツリーを作ります。
エコ工作を通じて、自然環境やリサイクルについて考えま
す。

○ 市内の小学生 200円 定員20名程度×2回 大牟田市環境保全課
TEL:0944-41-2721

10 8/3(土)
駛馬小学校夏休みPTAふれあい合
宿

駛馬小学校PTA
諏訪川
駛馬地区公民館

日ごろ体験できない宿泊での集団・体験活動を行うなか
で、カヌー乗船体験などを通して、諏訪川の自然に慣れ親
しみます。

○
児童、

PTA会員 1,000円 定員約50名

11 8/4(日) 夏休み子ども自然観察会 大牟田生物愛好会 玉川小学校周辺 夏休みの小中学生を対象として、植物採取・昆虫採取及
び、押し花や昆虫標本作りを行います。 ○ 市内在住の小・中学生 無料 大牟田市環境保全課

TEL:0944-41-2721

12 8/6(火)
はやめにこにこ会
清掃活動

はやめにこにこ会 諏訪川
駛馬地区公民館

地域の環境を守るため、諏訪川周辺の草刈等のボランティ
ア清掃を行います。

会員 無料 定員約10名

13 8/8(木)
勝立キッズ・ランド(第3回)
かぐやの里・風の丘で自然体験

大牟田市
勝立地区公民館

かぐやの里
(個人管理の竹林)

ネイチャーガイド・オオムタ「自然案内人」を講師に迎
え、竹林で秘密基地作りや、よもぎ団子作りなどを行いま
す。

○ 小学3年～6年生 1,800円
(全5回分)

要事前申込
定員16名
本事業は第3回目

勝立地区公民館

14 8/10(土) 夏の野草観察会 福岡県平尾台自然観察セン
ター 北九州市小倉南区平尾台 北九州国定公園 ノヒメユリなどの、夏の野草を観察します。 ○ 小学生以上 無料 要事前申込

詳細はHP参照
平尾台自然観察センター
TEL:093-453-3737

http://www.hiraodai.jp

15 8/10(土)
夜のおでかけ
「いいねん！」

飯塚市リサイクルプラザ工
房棟
エコ工房

サンビレッジ茜 公園内を散策しながら、夜のさまざまな生き物などを観察
します。

一般 200円
要事前申込
定員30名(先着)

詳細はHP参照

飯塚市環境整備課
TEL:0948-22-5500（内1655）
飯塚市リサイクルプラザ工房棟　
エコ工房
TEL:0948-22-5679

http://eco-kobo.com/nature/index.html

16 8/11(日祝) ムササビ観察会 ネイチャーガイド･オオム
タ「自然案内人」

熊本県南関町
大津山公園周辺

ムササビの滑空を観察します。
あわせてブラックライトに集まる虫を観察します。

○ どなたでも 100円 大牟田市環境保全課
TEL:0944-41-2721

17 8/12(月振) ペルセウス座流星群観賞会 福岡県平尾台自然観察セン
ター

北九州市小倉南区平尾台1丁目1-1
平尾台自然の郷 北九州国定公園 ペルセウス座流星群を観察します。

「平尾台自然の郷」園内より見学します。 中学生以下保護者同伴 無料 開催19:00～22:00
平尾台自然観察センター
TEL:093-453-3737

http://www.hiraodai.jp

18 8/17(土)
かわレンジャー
「身近な水辺探検隊」

大牟田市 大牟田市上内地区岡天満宮周辺 ほたるの里としても知られる上内地区の岡川を舞台に、水
辺の生き物や川の水質を調べたり、自然工作をします。 ○

市内在住小学生とその保
護者

無料 定員10組20名程度 大牟田市環境保全課
TEL:0944-41-2721

19 8/18(日) 洞窟で生き物観察 福岡県平尾台自然観察セン
ター

北九州市小倉南区平尾台 北九州国定公園 竪穴に迷い込んだ生き物を観察 ○ 小学生以上 小中学生300円、
高校生以上500円

要事前申込
詳細はHP参照

平尾台自然観察センター
TEL:093-453-3737

http://www.hiraodai.jp

佐
賀
県

1 8/11(日祝) 山の日イベント 天山自然公園協議会 天山山頂 天山自然公園協
議会

天山山頂で先着200名様に、各市(佐賀市、小城市、唐津
市、多久市)からの特産品プレゼントがあります。

○ どなたでも 無料
天山自然公園協議会(佐賀市役
所観光振興課)

TEL:0952-40-7110

長
崎
県

1 7/21(日)
寄りもので工作
～流れ着いたものたち～

九十九島ビジターセンター
(市委託)

九十九島ビジターセンター 西海国立公園 ビジターセンター館内やパールシー周辺を散策し、九十九
島に関するクイズを解きます。

4歳以上
(小学3年生以下は保護者同
伴)

300円
九十九島ビジターセンター
TEL:0956-28-7919
MAIL:tyousa@kujukushima-
visitorcenter. jp

http://www.kujukushima-visitorcenter.jp/ 

2 7/21(日)
海フェスタ大村湾海上綱引き大
会

(一社)川棚町観光協会 川棚町大崎自然公園海水浴場 川棚町大崎自然
公園海水浴場

職場や友人等でチームを作り、海に浮かぶイカダで綱引き
大会を行います。

一般

一般の部2,000円、
女子の部1,000円、
小学生の部500円
(保険料込)

(一社)川棚町観光協会　　　　　　

TEL:0956-82-2661
http://kankou-kawatana.jp/

3 7/27(土) 渋柿染め 九十九島ビジターセンター
(市委託)

九十九島ビジターセンター 西海国立公園
渋柿と身近な植物の葉を集め、オリジナルの染物を作りま
す。
夏休みの自由研究にできます。

小学生以上
(小学3年生以下は保護者同
伴)

300円

九十九島ビジターセンター
TEL:0956-28-7919
MAIL:tyousa@kujukushima-
visitorcenter. jp

http://www.kujukushima-visitorcenter.jp/   

4 8/4(日)
九十九島サロン②
「長崎県のカエル(両生類)につい
て考える」

九十九島ビジターセンター
(環境省請負)

九十九島ビジターセンター 西海国立公園 長崎県のカエル(両生類)についての、講演(講師：松尾公則
氏)を行います。 どなたでも 無料

九十九島ビジターセンター
TEL:0956-28-7919
MAIL:tyousa@kujukushima-
visitorcenter. jp

http://www.kujukushima-visitorcenter.jp/

5 8/5(月)
自然公園クリーンデー
「長尾半島清掃」

九十九島ビジターセンター
(環境省請負)

九十九島ビジターセンター集合 西海国立公園 ビジターセンターから長尾半島まで歩いて移動し、長尾半
島の清掃をします。

どなたでも 無料
九十九島ビジターセンター
TEL:0956-28-7919
MAIL:tyousa@kujukushima-
visitorcenter. jp

http://www.kujukushima-visitorcenter.jp/

6 8/11(日祝)
令和最初の山の日も轟峡に全員
集合

長崎県県央振興局、諫早
市、諫早観光物産コンベン
ション協会

轟峡（諫早市高来町善住寺） 多良岳県立公園 渓流部を利用し、ウォーキング・魚釣り・ヨガなどを通じ
て、自然とふれあうイベントを実施します。 ○ 一般 イベントにより有料 詳細はHP参照

諫早観光物産コンベンション
協会
TEL:0957-22-8325

https://www.isahaya-kankou.com/

熊
本
県

1 7/21(日)
山吹水源と産山の絶景を堪能し
よう 九州地方環境事務所 阿蘇市 阿蘇くじゅう国

立公園
一級河川『大野川』の源流域である山吹水源を散策し、水
(水源)の重要性や水源地の自然について親しみます。 ○ 一般 200円 要事前申込：7/12締切

阿蘇くじゅう国立公園管理事
務所
TEL:0967-34-0254

https://www.env.go.jp/park/aso/index.html

2 7/27(土) ウミホタルの観察会

天草ビジターセンター、
熊本大学水循環・減災研究
教育センター合津マリンス
テーション

熊本県上天草市松島町樋合海水浴
場

雲仙天草国立公
園

「ウミホタル」を観察し、実際に触れることにより、自然
の不思議さ、偉大さなどを感じよう。

どなたでも
(小学生3年生以下は保護者
同伴)

500円、
3歳以下150円

要事前申込
定員100名(先着)

天草ビジターセンター
TEL:0969-56-3665

3 8/4(土) ハクセンシオマネキの観察会

天草ビジターセンター、
熊本大学水循環・減災研究
教育センター合津マリンス
テーション

熊本県上天草市松島町永浦干潟 雲仙天草国立公
園

ハクセンシオマネキを観察しながら、自然とのふれあいを
楽しみ、自然の雄大さや大切さを学びます。

どなたでも
(小学生3年生以下は保護者
同伴)

500円、
3歳以下150円

要事前申込
定員50名(先着)
※7/20(土)にも開催

天草ビジターセンター
TEL:0969-56-3665

大
分
県

1 7/21(日) 自然観察教室 宇佐自然と親しむ会 響山公園 里山の自然を観察します。 ○ 一般
300円

(資料代、保険料)

要事前申込
定員30名程度
歩きやすい服装

宇佐市生活環境課(主催者事務
局)
TEL:0978-27-8132

http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/11/

2 7/21(日)・28(日)、8/4(日) 関の江海水浴場宝探しイベント 古市町自治会 別府市
関の江海水浴場

海水浴場内にて、宝探しを実施し、市内唯一の天然の砂浜
や、海水浴を楽しんでもらう行事です。 一般 無料 別府市観光課

TEL:0977-21-1128
http://www.gokuraku-jigoku-beppu.com/

3 7/28(日) 猪の瀬戸湿原自然観察会
NPO法人猪の瀬戸湿原保
全の会

別府市東山
猪の瀬戸湿原

阿蘇くじゅう国
立公園内

阿蘇くじゅう国立公園内にある湿原で、自然観察会を開催
します。 一般

200円
(保険料等)

詳細はHP参照
当日参加可
10名以上の団体は要事前申
込

NPO法人猪の瀬戸湿原保全の
会(定松氏)

TEL:0977-66-1269

http://inoseto-psv.la.coocan.jp/

4 8/18(日) 自然観察教室 宇佐自然と親しむ会 下庄
金毘羅宮 海岸の残存林を観察します。 一般

300円
(資料代、保険料)

要事前申込
定員30名程度
歩きやすい服装

宇佐市生活環境課(主催者事務
局)

TEL:0978-27-8132
http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/11/

1 7/21(日)～8/20(火) ネイチャーゲーム 鹿児島市 鹿児島県鹿児島市
観光農業公園

自然の中で五感を活用して、楽しく自然とのつながりを実
感できるゲームを行います。

小学生以上 100円 詳細はHP参照
※通年で開催

グリーンファーム(観光農業公
園)

TEL:099-345-3337

2 7/21(日)～8/20(火) 牧神山ハイキング 鹿児島市 鹿児島県鹿児島市
観光農業公園

園内の牧神山(まきがみやま)までの遊歩道を、ガイド付き
で散策します。 ○ 小学生以上 200円

詳細はHP参照
※通年で開催

グリーンファーム(観光農業公
園)
TEL:099-345-3337

3 7/21(日)～8/20(火) 森の時計屋さん 鹿児島市 鹿児島県鹿児島市
観光農業公園 どんぐりや枝など自然の素材を使って、時計を作ります。 どなたでも 1,500円

詳細はHP参照
※通年で開催

グリーンファーム(観光農業公
園)

TEL:099-345-3337

4 7/21(日) 甲突川リバーフェスティバル かごしま環境未来館
鹿児島県鹿児島市
かごしま環境未来館、
甲突川

甲突川を活用し、親子で楽しみながら環境を考えるきっか
けとなるような、参加体験型イベントを行います。

どなたでも 無料(一部有料)
かごしま環境未来館
TEL:099-806-6666

5 7/21(日)
山と田んぼをつなぐ甲突川源流
探検 かごしま環境未来館 鹿児島県鹿児島市

常盤の里公園
甲突池から棚田を抜けて、甲突川源流を歩きます。
間伐材の木の、おもちゃ作りもします。 ○

どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

300円/人 詳細はHP参照
ASOBBAはらっぱの芸術学校
TEL:099-245-6171

https://www.kagoshima-miraikan.jp/event/
30958/

6 7/21(日) 川で遊ぼう 金山地区公民館 鹿児島県枕崎市 花渡川上流で釣りなどを体験し、川遊びを満喫しよう。 小学生、
中学生 200円 開催9:00～14:00

金山地区公民館
TEL:0993-72-9690

7 7/23(火)～24(水)
スパランド裸・楽・良 de 夏休み
宿泊体験学習

(一財)鹿児島市健康交流促
進財団

鹿児島市スパランド裸・楽・良 ものづくり体験や自然体験など学習や思い出作り、ふれあ
い交流を目的とした、宿泊体験学習を行います。 市内在住の小学4～6年生

7,000円
(1泊3食)

持ち物：2日分の着替え
鹿児島市スパランド裸・楽・
良
TEL:099-245-7070

http://www.spa-rarara.com

http://www.hiraodai.jp/
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/v00600008.html
http://eco-kobo.com/nature/index.html
http://www.hiraodai.jp/
http://www.hiraodai.jp/
http://eco-kobo.com/nature/index.html
http://www.hiraodai.jp/
http://www.hiraodai.jp/
http://www.kujukushima-visitorcenter.jp/
http://kankou-kawatana.jp/
http://www.kujukushima-visitorcenter.jp/
http://www.kujukushima-visitorcenter.jp/
https://www.isahaya-kankou.com/
https://www.env.go.jp/park/aso/index.html
http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/11/
http://www.gokuraku-jigoku-beppu.com/
http://inoseto-psv.la.coocan.jp/
http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/11/
https://www.kagoshima-miraikan.jp/event/30958/
http://www.spa-rarara.com/


鹿
児
島
県

8 7/23(火)～28(日) 悠遊学舎わくわくサマーキャンプ 青少年研修センター 鹿児島県鹿児島市
県立青少年研修センター

テント泊や野外炊事、海・川遊びなどの体験を通して、自
主性・協調性・忍耐力等を養います。 ○ 小学5年生～中学生 8,500円 要事前申込

定員30名
県立青少年研修センター
TEL:099-294-2111

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/
seisyouken/index.html

9 7/25(木) 海の生物のはなし 枕崎地区公民館 鹿児島県枕崎市 枕崎の基幹産業である漁業について、自然学習を踏まえた
公民館講座を行います。

小学生、
中学生、
保護者

無料 開催10:00～12:00
枕崎地区公民館
TEL:0993-72-9288

10 7/26(金) 水生生物調査 枕崎児童館 鹿児島県枕崎市 花渡川上流に生息する生物を調査して、河川の水質状況を
調べます。 小学4年生～中学3年生 無料

開催8:00～11:30
要事前申込：電話で
定員15名

枕崎児童館
TEL:0993-72-1362

11 ７/27(土)～28(日)
きりしま夏の
ファミリーキャンプ 霧島自然ふれあいセンター 霧島自然ふれあいセンター 霧島の夏の自然を堪能し、家族のふれあいを深めます。 家族 未定

要事前申込
定員10家族(先着)
詳細はHP参照

霧島自然ふれあいセンター
TEL:0995-78-2815

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/
kirishima/index.html

12 7/27(土)
世界遺産関吉の疎水溝と里山を
スケッチ かごしま環境未来館 鹿児島県鹿児島市

ニッセイギャラリー稲音館
世界遺産関吉の疎水溝と周りの田園を散策し、自然風景や
生きものをスケッチします。 ○

どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

500円/人 詳細はHP参照 ニッセイギャラリー稲音館
TEL:099-243 -6277

https://www.kagoshima-miraikan.jp/event/
30971/

13 7/27(土)、8/3(土)
昆虫採集2019
虫寄せの術

鹿児島県アジア・太平洋農
村研修センター

鹿児島県アジア・太平洋農村研修
センター周辺

自然環境の中でクワガタやカブトムシを探し、育てる体験
をします。
樹液採集や果実・ライトトラップの設置など、昆虫の習性
等を学びます。

○ 小学校1年生以上の親子 800円 15:00～21:00
定員各日30名

鹿児島県アジア・太平洋農村
研修センター
TEL:0994-45-3288

http://kapic.jp

14 7/27(土)～28(日)
夏の思い出
親子でキャンプに挑戦 鹿児島市立少年自然の家 鹿児島市立少年自然の家 親子で1泊のキャンプに挑戦します。 ○

市内在住の幼児～高校生
を含む家族 200円＋食材費

要事前申込
定員30家族
(申込多数時は抽選)

鹿児島市立少年自然の家
TEL:099-244-0333

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kyoiku/
kyoiku/syonenshizen/top.html

15 7/28(日)
谷山の石のお話
～慈眼寺公園を中心に～

NPO法人まちづくり地域
フォーラム・かごしま探検
の会

鹿児島ふるさと考古歴史館 慈眼寺公園を中心に、谷山の石の文化や歴史を学びます。 どなたでも 無料 詳細はHP参照
NPO法人まちづくり地域フォ
ーラム・かごしま探検の会
TEL:099-227-5343

http://www.sakurajima-kinkowan-geo.jp/

16 7/28(日) ウミガメ産卵跡観察会 吹上浜海浜公園 鹿児島県南さつま市 県立都市公園 産卵のために海岸に上陸した、ウミガメの足跡等を探しな
がら、海岸を散策します。 どなたでも 無料 吹上浜海浜公園管理事務所

TEL:0993-52-0910
http://www.synapse.ne.jp/~kppfuki/
fuindex.html

17 7/28(日)
平田の里山で生き物探しと川遊
び かごしま環境未来館 鹿児島県鹿児島市

平田の里山
川遊びや自然観察(野鳥・昆虫・水生生物等)、竹のぶんぶ
んゴマ工作体験など行います。

○
どなたでも
(乳幼児は保護者同伴)

1,000円/人 詳細はHP参照 NPO法人かごしま自然学校
TEL:090-3609-8329

https://www.kagoshima-miraikan.jp/event/
30975/

18 7/30(火) 植物標本作り講習会 大隅広域公園 鹿児島県鹿屋市 県立都市公園 植物標本の作り方の講習会を行います。 どなたでも 無料 大隅広域公園管理事務所
TEL:0994-58-5197

http://www.synapse.ne.jp/hokusatu/

19 7/31(水)
川の生き物探しと竹の流しソー
メン かごしま環境未来館 鹿児島県鹿児島市

彦山神社
川の生き物探しを行い、そうめん流しを味わいます。
森や竹の働きについて、紹介します。 ○

どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

1,000円/人 詳細はHP参照 もりはやし倶楽部
TEL:090-3665-8718

https://www.kagoshima-miraikan.jp/event/
31034/

20 8/2(金)～4(日) 夏休みわくわく自然学校 in 霧島 霧島自然ふれあいセンター 霧島自然ふれあいセンター、大浪池
霧島錦江湾
国立公園

霧島の大自然を舞台に、様々な体験を楽しみながら，、自
然と共生していこうとする青少年の育成を図ります。 ○ 小学4～6年生 4,000円

要事前申込
定員40名(先着)

詳細はHP参照

霧島自然ふれあいセンター
TEL:0995-78-2815

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/
kirishima/index.html

21 8/2(金)～4(日)

九州・山口ジオパーク教育交流
事業
「マナビ旅」

桜島・錦江湾ジオパーク推
進協議会、
三島村ジオパーク推進協議
会

鹿児島市、
硫黄島

世界遺産トレッキングや天体観測、カヤック、ジオサイト
めぐり等の体験活動を行います。 ○ 小学4年生～中学3年生

4,000円
(保険料含む)

三島村役場定住促進課
TEL:099-222-3141

22 8/4(日) 世界遺産・ジオパークバスツアー
世界遺産・ジオパーク推進
課 鹿児島市吉野周辺

本市の世界文化遺産や、桜島・錦江湾ジオパークの見どこ
ろを巡る、日帰りバスツアーを行います。 ○

どなたでも
(中学生以下は保護者同伴)

高校生上1,800円、
小・中学生1,300円、
未就学児は無料

(昼食代、入場料込み)

世界遺産・ジオパーク推進課
TEL:099-216-1313

23 8/4(日) 池田湖水フェスティバル 池田湖水質環境保全対策協
議会 池田湖とその周辺施設

池田湖水資源の活用施設等の見学や、湖水の水質調査を行
うことで、池田湖と市民との関わりの深さを知り、水の大
切さを学ぶ機会となるイベントを開催します。

一般 300円
(保険料込)

要事前申込
定員50名程度

指宿市環境政策課
TEL:0993-22-2111

24 8/4(日) カヌー体験会 北薩広域公園 鹿児島県薩摩郡さつま町 県立都市公園 公園周辺の川を利用し、専門インストラクターの指導によ
り、1人乗り用カヌー体験会を開催します。 小学3年生以上

1,500円
(ライフジャケット貸出代等含

む)

北薩広域公園管理事務所
TEL:0996-21-3939

http://www.synapse.ne.jp/hokusatu/

25 8/5(月)～9(金)
奄美クリエイティブワイルドアド
ベンチャー in 加計呂麻 奄美少年自然の家

鹿児島県大島郡瀬戸内町加計呂麻
島
奄美少年自然の家

奄美群島国立公
園

加計呂麻島等でのキャンプ生活、海遊び(魚釣り･シュノー
ケリング等)、カヌー・カヤック体験、八月踊りを行いま
す。

小学5年生～高校生 小学生14,500円、
中・高17,200円

要事前申込
定員32名
詳細はHP参照

奄美少年自然の家
TEL:0997-53-1032

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/amami/
index.html

26 8/6(火)～9(金)
わくわくアドベンチャー in 硫黄
島 鹿児島市立少年自然の家 鹿児島県三島村硫黄島 3泊4日で硫黄島に行き、船釣りやジャンベを体験します。 小学4年生～高校生

小学生13,000円、
中学生13,660円、
高校生14,410円

要事前申込
定員100名
(申込多数時は抽選)

鹿児島市立少年自然の家
TEL:099-244-0333

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kyoiku/
kyoiku/syonenshizen/top.html

27 8/8(木)
吉野の石のお話
～世界遺産を中心に～

NPO法人まちづくり地域
フォーラム・かごしま探検
の会

吉野公民館 吉野の世界遺産を中心に、石の文化や歴史を学びます。 どなたでも 無料 詳細はHP参照
NPO法人まちづくり地域フォ
ーラム・かごしま探検の会
TEL:099-227-5343

http://www.sakurajima-kinkowan-geo.jp/

28 8/9(金) 桜島火山の自由研究 かごしま環境未来館 鹿児島県鹿児島市
桜島ビジターセンター周辺

霧島錦江湾国立
公園

桜島の溶岩と植物の観察など、調べ学習と、立体模型の作
成をします。 ○ 小学生以上 1,000円/人 詳細はHP参照

NPO法人桜島ミュージアム
TEL:099-245-2550

https://www.kagoshima-miraikan.jp/event/
31063/

29 8/11(日祝)
ビーチサンダル的当て大会
2019！ (株)日本水泳振興会 阿久根大島 阿久根県立自然

公園 ビーチサンダルを使った、的当てイベントを行います。 小学生以上 無料 景品有り (株)日本水泳振興会
TEL:0996-72-5920

http://akune-oshima.com/event.html

30 8/11(日祝) 干潟の生き物観察会 鹿児島湾奥地域生活排水対
策協議会 垂水市牛根麓地区

干潟に棲息する生き物の観察を通し、干潟生物の持つ干潟
の浄化作用や生物多様性について学び、水質保全意識の高
揚を図るための観察会を実施します。

小学生とその保護者 無料 要事前申込
定員30名程度

垂水市生活環境課
TEL:0994-32-1297

31 8/11(日祝) 夏の星空観望会 吹上浜海浜公園 鹿児島県南さつま市 県立都市公園 プロジェクターを使い、星座の話を聞いた後、望遠鏡を使
って星空を観察します。

どなたでも
(中学生以下は保護者同伴)

無料 南薩少年自然の家との共催
吹上浜海浜公園管理事務所
TEL:0993-52-0910

http://www.synapse.ne.jp/~kppfuki/
fuindex.html

32 8/11(日祝) 夏の星空観望会 南薩少年自然の家 南薩少年自然の家
季節の代表的な星座や、流星群などの観察をします。
宇宙の神秘や雄大さにふれ、天体や自然への興味関心を高
めます。

県民一般 無料 詳細はHP参照 南薩少年自然の家
TEL:0993-77-2500

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/
nansatsu/index.html

33 8/11(日祝)
夏の「岳の池」
生きもの観察会

かごしま環境未来館 鹿児島県鹿児島市
メダカの学校岳の池

「岳の池」にて生きものをアミですくって捕まえ、観察学
習をします。

どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

無料 詳細はHP参照
NPO法人メダカの学校かごし
ま
TEL:099-257-8143

https://www.kagoshima-miraikan.jp/event/
31066/

34 8/11(日祝) あくね新鮮おさかな祭り 阿久根市 阿久根漁港新港水揚げ場 新鮮な魚介類や水産加工品の販売、魚のつかみどりやマグ
ロ解体ショー、各種ステージショーなどを行います。 一般 無料 阿久根市水産林務課

TEL:0996-73-1162

35 8/12(月振)
スターウオッチング
「夏の星空とペルセウス座流星
群」

奄美少年自然の家 奄美少年自然の家 夏の星座や、ペルセウス座流星群等の天体観察をします。 一般 無料 詳細はHP参照 奄美少年自然の家
TEL:0997-53-1032

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/amami/
index.html

36 8/13(火)
きりしま星空観望会
「ペルセウス座流星群」

霧島自然ふれあいセンター 霧島自然ふれあいセンター ペルセウス座流星群や、季節を代表する星座の観望を通し
て、星や月等の天体を観測します。

一般 無料 詳細はHP参照 霧島自然ふれあいセンター
TEL:0995-78-2815

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/
kirishima/index.html

37 8/17(土)
かごしま県民大学連携講座
「昆虫クラフト」 青少年研修センター かごしま県民交流センター 自然素材を活用して昆虫を作り、創作する楽しみを味わう

とともに、家族のふれ合いを深めます。 小学生とその家族
材料費50円、
保険料50円

要事前申込
定員AM・PM各40名

県立青少年研修センター
TEL:099-294-2111

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/
seisyouken/index.html

38 8/18(日) 第2回 沢登り体験会 北薩広域公園 鹿児島県薩摩郡さつま町 県立都市公園 公園周辺の清流を利用し、沢登り体験を開催します。 小学生以上
(小・中学生は保護者同伴)

2,500円
(弁当・ライフジャケット貸出

代等含む)

さつま町グリーン・ツーリズ
ムとの共催

北薩広域公園管理事務所
TEL:0996-21-3939

http://www.synapse.ne.jp/hokusatu/

沖
縄
県

1
7/20(土)

(予備日7/21(日))
夏休み子ども自然観察会
「マングローブ探検隊」

奄美群島国立公園管理事務
所、
奄美自然体験活動推進協議
会

奄美市住用町大字西仲間
マングローブ

奄美群島国立公
園

普段歩くことがないマングローブの林内を歩く中で、マン
グローブの環境を学び、干潟にいるさまざまな生きものを
観察し、自然を学びます。

子ども、保護者 無料 荒天時延期 環境省奄美群島国立公園管理
事務所 なし

2 7/21(日)～8/20(火)
企画展
「沖縄のアリから見る生物の多
様性」

やんばる自然体験活動協議
会

沖縄県国頭村字比地
やんばる野生生物保護センター

やんばる国立公
園

全国約300種のアリのうち、沖縄で確認されている種は
100種以上！
アリの魅力に迫ります。

○ 来館者 無料
企画展
※7/16(火)～8/31(土)に開催 やんばる野生生物保護センタ

ー（0980-50-1025） http://www.ufugi-yambaru.com/

3 7/21(日)
市民による那覇市域のカエル分
布調査に向けた観察・説明会

沖縄自然環境ファンクラブ
(那覇市委託事業)

沖縄県那覇市
末吉公園を探検しながら、特定外来生物であるシロアゴガ
エルを含めた、那覇市で見られるカエルの分布調査を行い
ます。

那覇市在住・在学・在勤
者 無料 動きやすい服装 那覇市立森の家みんみん

TEL:098-882-3195
http://minminmin.sunnyday.jp/

4 7/21(日)～24(水)
無人島アグレッシブサバイバルキ
ャンプ

(学)KBC学園沖縄県立糸満
青少年の家

(学)KBC学園沖縄県立糸満青少年
の家

無人島で人・仲間の大切さなどを感じ、共同の精神・自然
へ感謝する心を養う機会とします。 小学3年～中学3年生 15,000円

糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman

5
7/27(土)

(予備日7/28(日))

夏休み子ども自然観察会
「夜の森を歩いてみよう in 宇検
村」

奄美群島国立公園管理事務
所、
奄美自然体験活動推進協議
会

宇検村湯湾 奄美群島国立公
園

夜の森を歩いて、いきものを観察する自然観察会を通し
て、奄美の森の豊かさや大切さを考えます。

子ども、
保護者

無料 荒天時延期 環境省奄美群島国立公園管理
事務所

なし

6 7/27(土) セミ博士の部屋 漫湖水鳥・湿地センター
沖縄県豊見城市
漫湖水鳥・湿地センター

国指定漫湖鳥獣
保護区 セミの生態について、調べる研究室です。 一般 無料

漫湖水鳥・湿地センター
TEL:098-840-5121

http://www.manko-mizudori.net/

7 7/28(日) マリンレジャー体験学習 石川青少年の家 うるま市海中道路パーク 海洋スポーツの楽しさを知り、自然環境への関心を高めま
す。

小学生以上の親子 3,000円 受付期間時に詳細はHP参照
石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://www.unai-sc.net/

8 7/30(火) 県民育樹行事

沖縄県、
恩納村、
うるま市、
嘉手納町、
西原町、
与那原町、
(公社)沖縄県緑化推進委員

沖縄県民の森 樹木への施肥を行う育樹行事をとおして、木や自然とふれ
あいます。

一般 無料 要事前申込：6/30締切 沖縄県全国育樹祭推進室
TEL:098-866-2204

https://www.43-ikujusai.okinawa/
kenmin_ikujyu/

9 8/1(木)～8/4(日)
大野山林チャレンジキャンプ
「第39回 大野山林にきたえる少
年の集い」

沖縄県立宮古青少年の家 沖縄県立宮古青少年の家
共同生活を体験し、自然を感じる心や困難な状況を仲間と
協力することにより、乗り越えることができた喜びを味わ
います。

小学4～6年生 10,000円 要事前申込
定員30名

宮古青少年の家
TEL:0980-72-8884

http://www.miyako-banzu.com/miyako/

10 8/2(金) 星空とカニの観察会 漫湖水鳥・湿地センター 沖縄県豊見城市
漫湖水鳥・湿地センター

国指定漫湖鳥獣
保護区

大潮の夜、夜空の星とカニの赤ちゃんの観察会をします。 一般 100円 漫湖水鳥・湿地センター
TEL:098-840-5121

http://www.manko-mizudori.net/

11 8/3(土)～9(金)
夏のネイチャークラフト教室
「ゆりむんで風鈴を作ろう！  」

奄美群島国立公園管理事務
所、
奄美自然体験活動推進協議
会

奄美野生生物保護センター 奄美群島国立公
園

海辺に流れ着いた貝がら・サンゴ・ビーチグラスなどのゆ
りむん(漂流物)をつなぎ合わせて、自分だけの風鈴を作る
ことで、楽しく学びながら自然の大切さを考えてもらいま
す。

来館者 無料 期間中、自由参加可 環境省奄美群島国立公園管理
事務所 なし

12 8/3(土)
昔の遊びを知ろう！
「自然素材を利用したおもちゃ
作り」

徳之島管理官事務所 天城町 奄美群島国立公
園

自然素材を利用した昔のおもちゃ作りを通して、環境文化
を学びます。

子ども、
保護者

無料 雨天決行 環境省徳之島管理官事務所
TEL:0997-85-2919

なし

13 8/3(土) マングローブ染め工房 漫湖水鳥・湿地センター 沖縄県豊見城市
漫湖水鳥・湿地センター

国指定漫湖鳥獣
保護区

漫湖で伐採したマングローブを使い、色々なものを染めて
研究します。 一般 600円 漫湖水鳥・湿地センター

TEL:098-840-5121
http://www.manko-mizudori.net/

14 8/3(土)
自然とふれあう家族の集い
「親子で手作り工作を楽しも
う」

石川青少年の家 石川青少年の家 手作りの楽しさを味わい、親子のふれあいを深めます。 小学生以上の親子 1,000円 受付期間時に詳細はHP参照 石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://www.unai-sc.net/

15 8/3(土) 夏休みこども体験教室 (学)KBC学園沖縄県立糸満
青少年の家

(学)KBC学園沖縄県立糸満青少年
の家

普段出来ない科学的な工作や体験を通し、創造性・自主性
を培うとともに、心の豊かさ・たくましさを身につけま
す。

小学生 500円
糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman

16 8/4(日) 昆虫博士の部屋 漫湖水鳥・湿地センター 沖縄県豊見城市
漫湖水鳥・湿地センター

国指定漫湖鳥獣
保護区

私たちの身近にいる昆虫を見たり、触れたりしながら、昆
虫の不思議を探ります。 一般 100円 漫湖水鳥・湿地センター

TEL:098-840-5121
http://www.manko-mizudori.net/

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/seisyouken/index.html
http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/kirishima/index.html
https://www.kagoshima-miraikan.jp/event/30971/
http://www.sakurajima-kinkowan-geo.jp/
https://www.kagoshima-miraikan.jp/event/30975/
https://www.kagoshima-miraikan.jp/event/31034/
http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/kirishima/index.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kyoiku/kyoiku/syonenshizen/top.html
http://www.sakurajima-kinkowan-geo.jp/
https://www.kagoshima-miraikan.jp/event/31063/
http://akune-oshima.com/event.html
http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/nansatsu/index.html
https://www.kagoshima-miraikan.jp/event/31066/
http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/kirishima/index.html
http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/seisyouken/index.html
http://www.ufugi-yambaru.com/
http://www.j-ikusei.jp/itoman
http://www.manko-mizudori.net/
http://www.unai-sc.net/
https://www.43-ikujusai.okinawa/kenmin_ikujyu/
http://www.miyako-banzu.com/miyako/
http://www.manko-mizudori.net/
http://www.manko-mizudori.net/
http://www.unai-sc.net/
http://www.j-ikusei.jp/itoman
http://www.manko-mizudori.net/


17 8/4(日)～7(水) くんじゃんPR隊 国頭村・国頭村教育委員会 沖縄県国頭村 やんばる国立公
園

やんばるの森の魅力である「自然と生き物」・「人の暮ら
しと文化」について学び、世界へPRしよう！ ○ 国頭村内児童生徒 無料 ※2ヶ月に１回程度開催

国頭村役場 世界自然遺産推進
室
TEL:0980-41-2101

18 8/6(火) 県民育樹行事

沖縄県、
宮古島市、
(公社)沖縄県緑化推進委員
会

沖縄県立宮古青少年の家 樹木への施肥を行う育樹行事をとおして、木や自然とふれ
あいます。 一般 無料 要事前申込：6/30締切 沖縄県全国育樹祭推進室

TEL:098-866-2204
https://www.44-ikujusai.okinawa/
kenmin_ikujyu/

19 8/7(水) 県民育樹行事

沖縄県、
石垣市、
竹富町、
(公社)沖縄県緑化推進委員
会

沖縄県立石垣青少年の家 樹木への施肥を行う育樹行事をとおして、木や自然とふれ
あいます。 一般 無料 要事前申込：6/30締切 沖縄県全国育樹祭推進室

TEL:098-866-2204
https://www.45-ikujusai.okinawa/
kenmin_ikujyu/

20 8/10(土) 漫湖カニ探検隊 漫湖水鳥・湿地センター 沖縄県豊見城市
漫湖水鳥・湿地センター

国指定漫湖鳥獣
保護区 漫湖に生息する、カニの生態を探る観察会を行います。 一般 100円 漫湖水鳥・湿地センター

TEL:098-840-5121
http://www.manko-mizudori.net/

21 8/10(土) 夏の海辺の生き物観察 沖縄県立玉城青少年の家 奥武島海岸 海の生き物を探し、その環境を観察し、海の自然について
考えます。

家族、
一般

1,000円
(保険料、資料代等)

詳細はHP参照 沖縄県立玉城青少年の家　
TEL:098-948-1513

http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp/

22 8/11(日祝) みんなDE 干潟DAY 漫湖水鳥・湿地センター 沖縄県豊見城市
漫湖水鳥・湿地センター

国指定漫湖鳥獣
保護区

家族向けに干潟を開放し、漫湖の自然と触れ合うイベント
です。 一般 100円 同日2回実施 漫湖水鳥・湿地センター

TEL:098-840-5121
http://www.manko-mizudori.net/

23 8/11(日祝) 山の日・健康登山 石川青少年の家 石川青少年の家 石川岳登山を通して、体力を培います。 ○ 一般 500円 受付期間時に詳細はHP参照
石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://www.unai-sc.net/

24 8/11(日祝)予定 (仮)山の日まつり 沖縄県 沖縄県民の森 自然散策や様々な体験コーナーを設けて、山と親しみ楽し
む機会とします。

○ 一般 無料
一部、要事前申込
自然散策参加者は長袖･長靴
で

沖縄県地域環境センター((公
財)沖縄こどもの国)

TEL:098-933-4190

http://www.okzm.jp/page/kankyo2/

25 8/16(金)～18(日) 子どもアドベンチャー 石川青少年の家 石川青少年の家・所外 諸活動の体験を通して、ねばり強さや環境への関心、先人
の偉大さに気づかせます。 ○ 小学4～6年生 8,000円 受付期間時に詳細はHP参照 石川青少年の家

TEL:098-964-3263
http://www.unai-sc.net/

26 8/17(土) 貝博士の部屋 漫湖水鳥・湿地センター 沖縄県豊見城市
漫湖水鳥・湿地センター

国指定漫湖鳥獣
保護区

海辺で拾った貝殻の生きていた頃の姿について、貝の生態
や体の作り等、わかりやすく解説します。

一般 無料 漫湖水鳥・湿地センター
TEL:098-840-5121

http://www.manko-mizudori.net/

27 8/17(土)
国頭村
森林セラピーツアー 国頭村まつり実行委員会 沖縄県国頭村 やんばる国立公

園 癒しの効果のある散策路を、専門のガイドが案内します。 ○ 一般 2,000円 詳細はHP参照 国頭村役場 企画商工観光課
TEL:0980-41-2622

http://kunigami-forest-therapy.jp/

28 8/18(日) 自然観察会 やんばる自然体験活動協議
会 沖縄県国頭村内 やんばる国立公

園 毎月(原則第三日曜日)、定例観察会を行っています。 ○ 一般 100円 要事前申込
小雨決行

やんばる野生生物保護センタ
ー
TEL:0980-50-1025

http://www.ufugi-yambaru.com/

29 8/18(日) カメ博士の部屋 漫湖水鳥・湿地センター 沖縄県豊見城市
漫湖水鳥・湿地センター

国指定漫湖鳥獣
保護区

外来種のミドリガメと、沖縄在来種のカメを比較しなが
ら、カメの生態について学びます。

一般 無料 漫湖水鳥・湿地センター
TEL:098-840-5121

http://www.manko-mizudori.net/

30 8/20(火)
こどもサンゴ教室
「サンゴと漁業」 沖縄県立玉城青少年の家 奥武島海岸

サンゴ礁と漁業のつながり、サンゴ礁保全の必要性を学
び、環境と私たちの生活との関わりについて考える機会と
します。

小学5・6年生 3,000円
(保険料、材料費、資料代等)

詳細はHP参照 沖縄県立玉城青少年の家　
TEL:098-948-1513

http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp/

https://www.43-ikujusai.okinawa/kenmin_ikujyu/
https://www.43-ikujusai.okinawa/kenmin_ikujyu/
http://www.manko-mizudori.net/
http://www.okinawa-nanjo-youthhome.jp/
http://www.manko-mizudori.net/
http://www.unai-sc.net/
http://www.okzm.jp/page/kankyo2/
http://www.unai-sc.net/
http://www.manko-mizudori.net/
http://kunigami-forest-therapy.jp/
http://www.ufugi-yambaru.com/
http://www.manko-mizudori.net/

