
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

青
森
県

1 7/21(日)～8/20(火)の毎日 鮫角灯台一般開放 八戸市 青森県八戸市
鮫角灯台

三陸復興国立公
園

日本の灯台50選に選定されている鮫角灯台から、JR八戸
線と種差海岸が眼下に広がります。

一般 無料

悪天候(大雨警報、暴風警
報、雷注意報等)の発令時は
開放を中止
※8/21(水)、8/24(土)～
10/27(日)の土・日・祝日に
も開催

八戸シーガルビューホテル
TEL:0178-33-3636

https://hachinohe-kanko.com/1838

2
7/27(土)・28(日)、8/3(土)・

10(土)・17(土) 2019種差朝ヨガ 種差あねっこ 青森県八戸市
種差天然芝生地

三陸復興国立公
園

青空の下、緑の芝生の上で、朝日を浴びながらヨガを楽し
み癒しの時間を過ごせます。

一般 500円(保険料)

雨天時は近隣の南浜公民館2

階に会場を変更し実施
※8/24(土)～9/28(土)の土曜日
と8/25(日)にも開催

種差あねっこ
TEL:0178-38-2221

3 7/21(日) 日曜観察会④ 青森県立自然ふれあいセン
ター

青森県青森市浪岡大釈迦字沢内沢
1-1
青森県立自然ふれあいセンター

各講師が設定したテーマで行う、午前中の観察会 ○ 一般 無料
申込不要、当日9:50までに
受付

青森県立自然ふれあいセンタ
ー
TEL:0172-62-4527

http://www.jomon.ne.jp/~bonjyu/

4 7/27(土)～28(日) 少年自然探検隊(夏)
青森県立自然ふれあいセン
ター

青森県青森市浪岡大釈迦字沢内沢
1-1
青森県立自然ふれあいセンター

夏休み、工作・炊事・登山、1泊2日の宿泊体験です。 ○ 小学3年生～中学3年生 無料
7/23までに要事前申込
(受付9:00～16:00)

定員20名(先着)

青森県立自然ふれあいセンタ
ー
TEL:0172-62-4527

http://www.jomon.ne.jp/~bonjyu/

5 7/29(月) 十和田湖親子カヌーｋ体験 自然公園財団十和田支部 青森県十和田市奥瀬　十和田湖 十和田八幡平国
立公園 親子で、”神秘の湖”十和田湖を体感するプログラムです。 親子 3,500円 定員20名(先着)

十和田ビジターセンター
TEL:0176-75-2368

http://www.env.go.jp/park/towada/

6 8/7(水) 十和田山登山 自然公園財団十和田支部 青森県十和田市十和田山 十和田八幡平国
立公園

十和田湖の外輪山で三ッ岳に次ぐ高さの、十和田山を目指
します。 ○ 一般 3,000円 十和田ビジターセンター

0176-75-2368
http://www.env.go.jp/park/towada/

7 8/10(土) 子ども自然観察クラブ 弘前市立中央公民館
青森県弘前市
弘前文化センター、
弘前公園

弘前公園でトンボを観察し、種類と見分け方を学習しま
す。 弘前市内の小中学生 年会費1,000円

毎年度6月～3月まで月1回、
年間10回の活動を行ってい
います。

弘前市立中央公民館
TEL:0172-33-6561

www.city.hirosaki.aomori.jp

8 8/10(土)・17(土)・24(土) 乗馬体験 in 種差海岸 (一財)VISITはちのへ 青森県八戸市
種差天然芝生地

三陸復興国立公
園

かつて放牧されていた原風景を再現します。
引き馬による体験なので初心者、子どもでも気軽に乗馬体
験できます。

一般 大人700円、
小学生以下500円

雨天中止
※9/7(土)・21(土)にも開催

種差観光協会
TEL:0178-38-2024

www.bes.or.jp/towada

9 8/11(日祝) コンパスと地図　梵珠山 青森県立自然ふれあいセン
ター

青森県青森市浪岡大釈迦字沢内沢
1-1
青森県立自然ふれあいセンター

地図の見方、コンパスの使用方法を学びます。 ○ 一般 無料
要事前申込(受付9:00～
16:00)
定員20名(先着)

青森県立自然ふれあいセンタ
ー
TEL:0172-62-4527

http://www.jomon.ne.jp/~bonjyu/

10 8/18(日) 滝行体験ツアー 白神山地ビジターセンター 青森県西目屋村岩木川源流大川
津軽白神県立自
然公園

沢歩き。
滝と出会い、禊を行います。 ○

中学１年生以上
健脚向け 無料

7/10～7/20に要事前申込
定員20名(先着)

白神山地ビジターセンター　
TEL:0172-85-2810
FAX:0172-85-2833

http://www.shirakami-visitor.jp

11 8/18(日) 日曜観察会⑤ 青森県立自然ふれあいセン
ター

青森県青森市浪岡大釈迦字沢内沢
1-1
青森県立自然ふれあいセンター

各講師が設定したテーマで行う、午前中の観察会 ○ 一般 無料 申込不要、当日9:50までに
受付

青森県立自然ふれあいセンタ
ー
TEL:0172-62-4527

http://www.jomon.ne.jp/~bonjyu/

岩
手
県

1 7/21(日)～8/20(火) 森のビンゴ 岩手県滝沢森林公園指定管
理者ＫＯＩＷＡＩ 岩手県滝沢森林公園 森の探検に出かけましょう。 ○ どなたでも 無料

※7/20(土)、8/21(水)～25(日)

にも開催

2 7/21(日) 定例森の観察会 岩手県滝沢森林公園指定管
理者ＫＯＩＷＡＩ 岩手県滝沢森林公園 森の不思議を、専門の講師と共にめぐります。 ○ どなたでも 無料

3 7/27(土)～8/18(日) 夏休みクラフト体験 浄土ヶ浜ビジターセンター 浄土ヶ浜ビジターセンター 三陸復興国立公
園

貝殻や木の実などを使用した、工作体験を行います。 ○ 来館者 500円

1回1時間～1時間半程度　　　　

開催時間①10:00～12:00 
②13:00～15:00

浄土ヶ浜ビジターセンター
TEL:0193-65-1690

http://jodogahama-vc.jp/

4 7/27(土) シェアリングネイチャー 岩手県滝沢森林公園指定管
理者ＫＯＩＷＡＩ 岩手県滝沢森林公園 ネイチャーゲームを楽しみながら、自然との一体感を体験

します。 ○ どなたでも 無料

5 7/28(日) 樹脂封入標本づくり 岩手県滝沢森林公園指定管
理者ＫＯＩＷＡＩ 岩手県滝沢森林公園 お気に入りの標本を樹脂に封入し、ペーパーウエイトのよ

うに手元に置けます。
○ どなたでも 無料、材料代500円

6 7/28(日) カタクリ再生大作戦 岩泉町 岩手県岩泉町 早坂高原 カタクリの群生地を守り育てるため、雑草等の草刈りをし
ます。

○ 一般 無料 参加者には龍泉洞の水とき
のこ汁の無料提供有

岩泉町経済観光交流課
TEL:0194-22-2111

https://www.town.iwaizumi.lg.jp/

7 7/30(火)～8/3(土) バッタリーキャンプ 久慈市
岩手県久慈市
内間木キャンプ場（内間木洞近
く）

久慈市の大自然の中で、仲間と協力しながら自然と向き合
い、様々な体験をします。

○
小学2年生～中学3年生ま

で
20,000円 要事前申込

定員30名(先着)

ふるさと体験学習協会
TEL:0194-75-3005

https://www.kuji-taiken.jp

8 8/1(木)・2(金) 里川キャンプ 岩手町教育委員会 南山形公民館
（旧南山形小学校）

野外での遊びや体験活動、団体生活等を通じて視野や交流
の輪を広げ、次世代を担う子供たちの健全育成を図りま
す。

小学生3年生以上 2,000円 定員30名、町外6名 岩手町中央公民館
TEL:0195-62-2877

9 8/2(金)・3(土) 磯の観察会 in 浄土ヶ浜 浄土ヶ浜ビジターセンター
運営協議会

浄土ヶ浜園地内
砥石浜

三陸復興国立公
園

浄土ヶ浜の磯に生息する、生物や海藻等の観察を行いま
す。 ○

一般
(小学生以下は保護者同伴)

無料
要事前申込
定員20名(先着)

開催各日9:30～12:00

浄土ヶ浜ビジターセンター
TEL:0193-65-1690

10 8/3(土) 親子で野鳥の巣箱づくり
イーハトーブ盛岡保全管理
協議会 岩手県滝沢森林公園

中津川上流にある、イヌワシの森で生産された、スギの間
伐材を活用して、野鳥の巣箱づくりを開催します。

○ どなたでも
無料

(ただし「イヌワシ基金」とし
て1組500円)

11 8/3(土) 第1回 みやこ市民の森づくり事業 宮古市 宮古市グリーンピア三陸みやこ 自然観察会実施後、盆松づくりを行います。 ○ 小学生以下の市民 無料 詳細は要問合せ
宮古市産業振興部農林課
TEL:0193-68-9097

12 8/10(土) 草あそび花あそび 岩手県滝沢森林公園指定管
理者ＫＯＩＷＡＩ

岩手県滝沢森林公園 身近な草花で遊びます。 ○ どなたでも 500円

13 8/18(日) 定例森の観察会 岩手県滝沢森林公園指定管
理者ＫＯＩＷＡＩ 岩手県滝沢森林公園 森の不思議を、専門の講師と共にめぐります。 ○ どなたでも 無料

宮
城
県

1 7/21(日)
第3回伊豆沼・内沼自然体験講
「座昆虫採集と標本作り」

(公財)宮城県伊豆沼・内沼
環境保全財団

宮城県伊豆沼・内沼サンクチュア
リセンター

鳥獣保護区
ラムサール登録
湿地

伊豆沼の周りで昆虫を採集し、標本を作成します。
夏休みの自由研究にいかがですか。 小学生と保護者

小学生600円、
中学生以上800円

要事前申込
定員20名(先着)
標本は、乾燥後にケースに収
めて完成。
2週間後に直接引き取りに来
ること。

(公財)宮城県伊豆沼・内沼環境
保全財団
宮城県伊豆沼・内沼サンクチ
ュアリセンター
TEL:0228-33-2216

http://izunuma.org/

2 8/3(土)
第4回伊豆沼・内沼自然体験講
「座昆虫採集と標本作り」

(公財)宮城県伊豆沼・内沼
環境保全財団

宮城県伊豆沼・内沼サンクチュア
リセンター

鳥獣保護区
ラムサール登録
湿地

伊豆沼の周りで昆虫を採集し、標本を作成します。
夏休みの自由研究にいかがですか。

小学生と保護者 小学生600円、
中学生以上800円

要事前申込
定員20名(先着)
標本は、乾燥後にケースに収
めて完成。
2週間後に直接引き取りに来
ること。

(公財)宮城県伊豆沼・内沼環境
保全財団
宮城県伊豆沼・内沼サンクチ
ュアリセンター
TEL:0228-33-2216

http://izunuma.org/

秋
田
県

1 8/9(金)
第3回　秋田駒ヶ岳自然観察会
「ハクサンシャジン」 休暇村乳頭温泉郷 秋田県仙北市

秋田駒ヶ岳
十和田八幡平国
立公園

秋田駒ヶ岳の自然歩道を歩きながら、自然観察会を行いま
す。 ○ 一般 有（保険代） 休暇村乳頭温泉郷

TEL:0187-46-2244
https://www.qkamura.or.jp/nyuto/activity/

山
形
県

1 7/22(月)～8/18(日) 夏休み体験プログラム 猛禽類保護センター活用協
議会 猛禽類保護センター 蜜ろうそく作りや、フクロウのキーホルダー絵付等、週替

わりで実施します。 200円～400円 猛禽類保護センター
TEL:0234-64-4681

www.raptor-c.com

2 7/24(水) 水性植物観察 月山ビジターセンター運営
協議会 新潟県福島潟 国指定福島潟鳥

獣保護区 オニバス･ハス・テンジソウなどの観察会を行います。 　 一般 3,500円
要事前申込7/20まで
定員20名(先着)

月山ビジターセンター
TEL:0235-62-4321

http://gassan.jp/

3 8/3(土)
まざれや体験塾
「中村湿原/たて山/不動明王観察
会」

真室川町教育委員会、
差首鍋地区生涯学習センタ
ー、
真室川町中央公民館

山形県真室川町　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　①中村湿原、

適度なウォーキングとバス移動を織り交ぜ、中村湿原のサ
ギソウとハッチョウトンボ観察、たて山/不動明王の滝の自
然観察と由来等を学びます。

○
町内保育園年中以上の親
子、町内在住者・町内勤
務者

無料

先着50名
時間：9:00～12:00　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

真室川町教育課
TEL:0233-62-2305

www.town.mamurogawa.yamagata.jp

4 8/4(日) 夏を染めよう草木染め 月山ビジターセンター運営
協議会 月山ビジターセンター 磐梯朝日国立公

園 コブナグサ・クズ葉を使い、夏色を染めます。 一般 大人2,000円、
子ども800円

要事前申込7/31まで
定員10名(先着)

月山ビジターセンター
TEL:0235-62-4321

http://gassan.jp/

5 8/11(日祝) 月山を外来植物から守ろうpart12
東北地方環境事務所、月山
ビジターセンター運営協議
会

山形県西川町　月山スキー場リフ
ト上駅周辺

磐梯朝日国立公
園

山の日にちなみ、月山本来の植生を保全するため、月山に
はなかった外来植物の除去をします。

○ 一般 有料
要事前申込8/8まで
定員20名(先着)

悪天中止

月山ビジターセンター
TEL:0235-62-4321

https://gassan.jp/

6 8/18(日) 夏を染めよう草木染め 月山ビジターセンター運営
協議会

月山ビジターセンター 磐梯朝日国立公
園

コブナグサ・クズ葉を使い夏色を染める 一般 有料 月山ビジターセンター
TEL:0235-62-4321

http://www.tengendai.jp/green/g-event.html

福
島
県

1 7/21(日)～8/20(火) わくわく散歩 裏磐梯ビジターセンター 裏磐梯ビジターセンター周辺 磐梯朝日国立公
園

裏磐梯ビジターセンター周辺の自然の動植物について、楽
しくご案内します。

○ 来館者 中学生以上100円/人 1回30分程度
※通年開催

裏磐梯ビジターセンター
TEL:0241-32-2850

www.urabandai-vc.jp

2 7/21(日)～8/20(火) 夏休みスライドトーク 裏磐梯ビジターセンター 裏磐梯ビジターセンター
レクチャールーム

磐梯朝日国立公
園

磐梯山の成り立ちや五色沼の秘密、そこに住む動植物や国
立公園を歩く際の約束事などを、スライドで解説します。 ○ 来館者 無料

期間中の平日10:45開催
※7/13(土)～8/31(土)まで開催

裏磐梯ビジターセンター
TEL:0241-32-2850

www.urabandai-vc.jp

3 7/21(日)～8/20(火) 雪室見学会 裏磐梯ビジターセンター 裏磐梯ビジターセンター
雪室

磐梯朝日国立公
園

裏磐梯ビジターセンターでは、冬季の積雪を貯蔵して、夏
季の館内冷房に活用をしています。
その仕組みをご案内します。

○ 来館者 無料 期間中の平日10:45開催
※7/13(土)～8/31(土)まで開催

裏磐梯ビジターセンター
TEL:0241-32-2850

www.urabandai-vc.jp

4 7/21(日)
昆虫のスペシャリストと
小川で生き物を探そう！

(公財)ふくしまフォレス
ト・エコ・ライフ財団

ふくしま県民の森フォレストパー
クあだたら

磐梯朝日国立公
園

きれいな川には、どんな生き物が見られるでしょうか。
網で捕まえて調べてみましょう。

○
親子

(未就学児参加可能)
無料

要事前申込
定員12組
詳細はHP参照

ふくしま県民の森フォレスト
パークあだたら
TEL:0243-48-2040

http://www.fpadatara.com/

5 7/28(日) ニジマスつかみどり大会 ニジマスつかみどり大会実
行委員会

福島県いわき市
いわき市海竜の里センター

参加者にニジマスつかみどりを体験してもらい、とったニ
ジマスはその場で炭火焼きにして、実食してもらいます。 一般 無料

整理券がなくなり次第受付
終了
濡れてもよい靴持参

いわき市海竜の里センター
TEL:-82-2772

なし

6 7/28(日) 夜の森昆虫ウォッチング (公財)ふくしまフォレス
ト・エコ・ライフ財団

ふくしま県民の森フォレストパー
クあだたら

磐梯朝日国立公
園

「ライトトラップ」を使って、昆虫を集めます。
どんな昆虫が集まってくるかを調べましょう。 ○

親子
(未就学児参加可能)

無料
要事前申込
定員10組
詳細はHP参照

ふくしま県民の森フォレスト
パークあだたら
TEL:0243-48-2040

http://www.fpadatara.com/

7 8/4(日) 小川で生き物を探そう！ (公財)ふくしまフォレス
ト・エコ・ライフ財団

ふくしま県民の森フォレストパー
クあだたら

磐梯朝日国立公
園

きれいな川には、どんな生き物が見られるでしょうか。
網で捕まえて調べてみましょう。

○
親子

(未就学児参加可能)
無料

要事前申込
定員10組
詳細はHP参照

ふくしま県民の森フォレスト
パークあだたら
TEL:0243-48-2040

http://www.fpadatara.com/

8
8/10(土)・11(日祝)・12(月

振)・13(火)
ナイトハイク (公財)ふくしまフォレス

ト・エコ・ライフ財団
ふくしま県民の森フォレストパー
クあだたら

磐梯朝日国立公
園

 虫や動物の声を聴いたり、夜の暗さを体験したり、ドキ
ドキ、ワクワクの夜の森を探検しよう！ ○

親子
(未就学児参加可能)

無料
要事前申込
定員10組
詳細はHP参照

ふくしま県民の森フォレスト
パークあだたら
TEL:0243-48-2040

http://www.fpadatara.com/

9 8/17(土)
もりの冒険隊
～夏の昆虫さがし～

(公財)ふくしまフォレス
ト・エコ・ライフ財団

ふくしま県民の森フォレストパー
クあだたら

磐梯朝日国立公
園

セミやクワガタなど夏の虫を探しながら、森を探検しまし
ょう！ ○

親子
(未就学児参加可能)

無料
要事前申込
定員10組
詳細はHP参照

ふくしま県民の森フォレスト
パークあだたら
TEL:0243-48-2040

http://www.fpadatara.com/

https://hachinohe-kanko.com/1838
http://www.jomon.ne.jp/~bonjyu/
http://www.env.go.jp/park/towada/
http://www.env.go.jp/park/towada/
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/
https://www.bing.com/search?q=%E8%87%AA%E7%84%B6%E5%85%AC%E5%9C%92%E8%B2%A1%E5%9B%A3%E5%8D%81%E5%92%8C%E7%94%B0%E6%94%AF%E9%83%A8&FORM=AWRE1
http://jodogahama-vc.jp/
https://www.town.iwaizumi.lg.jp/
https://www.kuji-taiken.jp/
https://www.qkamura.or.jp/nyuto/activity/
http://www.raptor-c.com/
http://gassan.jp/
http://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/
http://www.tengendai.jp/green/g-event.html
http://www.urabandai-vc.jp/
http://www.urabandai-vc.jp/
http://www.urabandai-vc.jp/
http://www.fpadatara.com/
http://www.fpadatara.com/
http://www.fpadatara.com/
http://www.fpadatara.com/

