
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

静
岡
県

1 ７/21(日)～28(日) 御前崎のウミガメ産卵観察会 御前崎市教育委員会 ウミガメふ化場、
下岬海岸

国の天然記念物のアカウミガメが、産卵している様子を観
察します。 一般 無料 産卵状況・天候により中止

になる場合有り

御前崎市教育委員会社会教育
課
TEL:0537-29-8735

http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/
soshiki/shakaikyoiku/bunka/
omaezakinoumigame/umigamegakusyu/
sanrankansatukai.html

2 7/27(土) 自然いきものかんさつ隊 (一社)フォレメンテあかま
つ 静岡県立森林公園 天竜奥三河国定

公園 森林公園の自然を、ガイドと一緒に観察します。 ○ 一般
大人300円、

中学生以下100円
当日申込
詳細はHP参照

静岡県立森林公園バードピア
浜北
TEL:053-583-004

https://kenritsu-shinrinkouen.jp/program-
event/

3 8/2(金)～4(日) 自然体験キャンプ
静岡県県民の森
(指定管理者)井川森林組合 静岡県県民の森

奥大井
県立自然公園

キャンプファイヤー、ハイキング、自然観察等を行い、自
然に親しみます。 〇 小学3年生～中学2年生 15,000円

(宿泊費・食費・バス代込)

要事前申込、7/12締切予定
詳細はHP参照

静岡県県民の森
TEL:054-260-2214

http://www.kenmori.info

4 8/6(火) 原野谷川
水生生物観察会

袋井市環境政策課環境企画
係

静岡県袋井市方丈
メロン公園南 川の生き物調べなど、川を知る学習会です。 一般 無料

要事前申込
定員50名(申込多数時は抽選)

環境政策課
TEL:0538-44-3135

https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/

5 8/10(土) 夏休み親子森林体験ツアー 藤枝市農林課
藤枝駿河台森づくり委員会

静岡県藤枝市瀬戸ノ谷
市民の森

森林環境教育の一環として、午前は講師の指導の下「森林
散策」、午後は「木工体験」を行います。 〇 小学生とその保護者

(市内在住者優先)

小学生100円、
大人300円

要事前申込：電話で農林課
森林整備係へ
定員10組20名程度(先着)

藤枝市農林課
TEL:054-643-3350

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/
sangyoshinko/norin/index.html

6 8/12(月振)～17(土) 自然ふれあい観察会 静岡県県民の森
(指定管理者)井川森林組合 静岡県県民の森 奥大井

県立自然公園
キャンプ場周辺を、ガイドと一緒に散策します。 〇 一般 無料

(宿泊費は別途)
静岡県県民の森
TEL:054-260-2214

※HPには未掲載

愛
知
県

1 7/21(日) いきもの観察会 大府市 愛知県大府市 あいち健康の森
公園 公園内を散策しながら、さまざまな生き物を観察します。 市民 無料 要事前申込

定員30名
大府市環境課
TEL:0562-45-6223

2 7/21(日)～8/11(日)
なごや生物多様性サマースクール
2019

なごや生物多様性保全活動
協議会 名古屋市内とその近郊

野外での体験会や観察会、室内での学習会や標本作成な
ど、全17講座を開催します。 主に小・中学生 無料

要事前申込
詳細はHP参照

なごや生物多様性保全活動協
議会事務局(なごや生物多様性
センター内)

TEL:052-700-7792

http://www.bdnagoya.jp/calendar/
symposium.html

3 7/26(金)
ガサガサ体験
～カメ博士の矢部先生と魚やカ
メを捕まえよう～

瀬戸市 水野浄化センター(水野川)、
定光寺公園正伝池

愛知高原国定公
園

カメや魚等の捕獲や水質調査を行い、捕れた生き物等につ
いて解説や講義を受けます。

市内在住・在勤・在学の
小中学生と保護者

無料 雨天時は屋内で講義及びカ
メのスケッチを予定

TEL:0561-88-2671 http://www.city.seto.aichi.jp/soshiki/
kankyouka/

4 7/26(金) 夏休み生きもの調査 田原市 新堀川 三河湾国定公園 川に生息する生きものを捕獲し、その川の水質を調べるま
す。 小学3～6年生 無料 田原市環境政策課

TEL:0531-23-3541

5 7/27(土） 昆虫調査隊！夏 一般財団法人公園財団大野
極楽寺公園管理事務所 愛知県一宮市 大野極楽寺公園 夏の公園に生息している昆虫を調査します。 小学生以下と保護者 100円(保険料) 定員50名(先着)

大野極楽寺公園管理事務所
TEL:0586-51-3015

http://www.ohnogokurakujikouen.jp/

6 7/28(日) 里山保全活動とカブトムシ 東浦町環境課 東浦自然環境学習の森 カブトムシが棲んでいる森に入り、知っているようで知ら
ないカブトムシについて学ぼう。 ○ 小学生以上 無料 要事前申込：7/8～7/22

定員15名(先着)

東浦町環境課
TEL0562-83-3111
(内線282)

7 7/30(火) 五条川源流部自然観察会 江南市 犬山市八曽キャンプ場付近 五条川の源流部で植物、山の生物、水棲生物などの自然観
察会を行います。 ○

市内の小学校3年～中学3
年生 無料

要事前申込
定員24名(先着)
水に濡れても良い服装

江南市都市計画課公園緑地グ
ループ
TEL:0587-54-1111

8 7/31(水)
子ども環境体験ツアー
「音羽川水生生物調査団」

豊川市 愛知県豊川市
音羽川

音羽川で、水生生物の観察等をします。 市内在住の小学4～6年生 無料 詳細はHP参照 豊川市環境課
TEL:0533-89-2141

http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/
kankyosumai/seibututayosei/kankyo-
gakusyu.html

9 8/1(木)・14(水)
藤前干潟ふれあい事業
干潟体験とごみ処理工場見学

藤前干潟ふれあい事業実行
委員会

愛知県名古屋市
藤前活動センター、
名古屋市南陽工場

干潟体験のほか、南陽工場の見学をして、ごみ処理の仕組
みを学びましょう。

小学4年生～大人
(小学生は保護者同伴)

無料 定員40名
申込多数時は抽選

名古屋市環境企画課
TEL:052-223-1067

http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/
0000067134.html

10 8/3(土) 第19回 親子木曽川源流探検隊 いちのみやリバーサイドフ
ェスティバル運営協議会 長野県木曽郡木祖村 親子で木曽川の源流を訪ね、バーベキュー等を行います。

〇
(奥木曽湖)

小学生親子
大人4,000円、
子ども2,500円 定員80名(抽選)

一宮市公園緑地課
TEL:0586-28-8636

http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/

11 8/3(土)
自然観察会
「水の中の生き物」

稲沢市 愛知県稲沢市 用水路に住む魚や水生昆虫を観察します。 市内の小学生とその保護
者

無料 要事前申込
定員15組(先着)

稲沢市経済環境部環境保全課
TEL:0587-36-3710

http://www.city.inazawa.aichi.jp/event/
koza_kyoshitsu/1003579.html

12 8/3(土) 須賀川の生き物に会おう 東浦町環境課 須賀川
(藤江コミュニティセンター付近)

藤江地区を流れる須賀川には、ウナギやタナゴなどの魚が
います。
川に入って探して見よう。

一般 無料 詳細はHP参照
東浦町環境課
TEL0562-83-3111
(内線282)

http://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/
soshiki/kankyo/kankyohozen/gyomu/
torikumi/kansatsukai/1452566821458.html 

13 8/3(土) 五条川自然塾 大口町NPO登録団体わく
わくおおぐち21

愛知県大口町
五条川

五条川での川遊び、魚掴み、ユニックを使ったスライダ
ー、生物観察などを行います。 小学生以下 500円 定員300名 大口町環境経済課

TEL:0587-95-1613
www.town.oguchi.aichi.jp

14 8/4(日)

夏休み 

集まれ！木曽川
ミズベの勇者たち

一宮市、
一宮市教育委員会、
国土交通省 木曽川上流河
川事務所、
環境省中部地方環境事務所

東加賀野井地区
一宮市尾西歴史民俗資料館及び木
曽川左岸人工ワンド

国立木曽三川公
園尾張緑地

木曽川に生息する水生生物を捕獲・観察し、木曽川の魅力
を体感します!

市内の小中学生とその保
護者 無料 詳細はHP参照

一宮市公園緑地課
TEL:0586-28-8635

http://www.city.ichinomiya.aichi.jp

15 8/4(日)
親子でじゃぶじゃぶガサガサ魚
とり in 五条川 犬山市 愛知県犬山市八曽 飛騨木曽川国定

公園 親子で川の中に入って、お魚や水生昆虫を観察します。 親子 1家族100円 要事前申込
定員15家族(先着)

里山学センター
TEL:0568-65-2121

16 8/4(日) 境川協働水生生物調査 大府市 愛知県大府市
神田公民館 境川の生き物を実施に捕まえ、観察します。 市民 無料 要事前申込

定員40名
大府市環境課
TEL:0562-45-6223

17 8/7(水)
江南市内の五条川の生物調査及
び多自然化作業 江南市 愛知県江南市

五条大橋上流の五条川

市内の五条川の植物や生物の採取観察を行います。
また、造成した岸辺に生き物が住みやすい環境を作るた
め、植栽を行います。

市内の小学3年～中学3年
生 無料

要事前申込
定員25名(先着)
水に濡れても良い服装

江南市都市計画課公園緑地グ
ループ
TEL:0587-54-1111

18 8/8(木)
藤前干潟ふれあい事業
ひがたにくるトリ、どんなト
リ？

藤前干潟ふれあい事業実行
委員会

愛知県名古屋市
名古屋市野鳥観察館、
稲永ビジターセンター

楽しいトリのお話と実際に観察をした後に、トリのミニ模
型の色塗りをしましょう。

小学校1～3年生
(保護者同伴)

無料 定員20名
申込多数時は抽選

名古屋市環境企画課
TEL:052-223-1067

http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/
0000067134.html

19 8/8(木)
子ども環境体験ツアー
「地球環境を守るもの」

豊川市

愛知県長久手市
もりの学舎(まなびや)、
愛知県名古屋市
家電リサイクル工場

自然とのふれあいやリサイクル工場の見学を通じて自然や
地球環境の保護について考えます。

市内在住の小学4～6年生 無料 詳細はHP参照 豊川市環境課
TEL:0533-89-2141

http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/
kankyosumai/seibututayosei/kankyo-
gakusyu.html

20 8/9(金)・10(土) 目指せ虫捕りマスター！ 瀬戸市 やまじの森 やまじの森を散策しながら、昆虫を集める仕掛けや捕獲に
ついて学び、実践します。 ○

市内在住・在勤・在学の4
歳～中学生と保護者 300円/人 TEL:0561-88-2671

http://www.city.seto.aichi.jp/soshiki/
kankyouka/

21 8/11(日祝) ザリガニ捕獲大作戦 (一財)公園財団 大野極楽寺
公園管理事務所

愛知県一宮市 大野極楽寺公園 外来生物であるアメリカザリガニを手作りの釣竿で釣り上
げて、公園の生態系を確保します。 小学生以上と保護者 200円(保険料・教材費) 定員20名(先着)

大野極楽寺公園管理事務所
TEL:0586-51-3015

http://www.ohnogokurakujikouen.jp/

22 8/11(日祝) 竹細工教室 美浜里山クラブ 愛知県知多郡美浜町野間内扇「義
朝の森」

南知多県立自然
公園

若竹を使って「流れないソーメン」「もぎたて畑」の手入
れと収穫を行います。 ○

一般
（小学生以下は保護者同
伴）

大人300円、
小学生200円

神野
TEL:080-5169-3964

http://mhmsatoyama.web.fc2.com/

23 8/13(火) 親子ふれあい観察会 江南市 愛知県江南市
しみず公園

ミニビオトープ作りや、しみず公園のビオトープ池の観察
を通して、自然の大切さについて学びます。 小学生とその保護者 無料

要事前申込
定員20組
水に濡れても良い服装

江南市都市計画課公園緑地グ
ループ
TEL:0587-54-1111

http://www.city.konan.lg.jp/machidukuri/
tokei/oyako_fureai_kansatukai.html

24 8/14(水)
青木川水辺調査及び外来種学習
教室 江南市

愛知県江南市
しみず公園

しみず公園の自然観察会を行います。
また、講師の方から外来種について説明を聞き、アメリカ
ザリガニを捕まえます。

小学生～中学生
(小学3年生以下は保護者同
伴)

無料
要事前申込
定員24名(先着)
水に濡れても良い服装

江南市都市計画課公園緑地グ
ループ
TEL:0587-54-1111

25 8/17(土)
自然観察会
「身近な生き物たんけんたい」 愛知県 愛知県知多郡南知多町片名の海岸 海岸で、身近な生物の観察を通じて、生物多様性について

学びましょう。
小学生
（保護者同伴） 無料 要事前申込

詳細はHP参照

知多県民センター環境保全課
TEL:0569-21-8111
(内線372)

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/chita/
ikimono.html

26 8/18(日) 木曽川周辺の自然の恵み観察会 江南市 フラワーパーク江南および公園の
周辺

フラワーパーク江南やその周辺を観察し、森と緑の大切さ
を学びます。

小学生以上
(小学生は保護者同伴)

無料
要事前申込
定員40名(先着)

申込多数時は抽選

江南市都市計画課公園緑地グ
ループ
TEL:0587-54-1111

http://www.city.konan.lg.jp/machidukuri/
tokei/sizen_megumi_kansatukai.html

三
重
県

1 7/21(日) 植物標本づくり 三重県民の森 菰野町千草7181-3

三重県民の森
森を散策し、植物観察をした後に、植物の標本づくりを学
びます。

○ 一般 無料
要事前申込
定員10家族
雨天時、内容変更にて実施

三重県民の森
TEL:059-394-2350

https://mie-mori.jp/

2 7/27(土) 横輪川の生きもの観察会 伊勢志摩国立公園自然ふれ
あい推進協議会 三重県伊勢市矢持町横輪川 伊勢志摩国立公

園 魚や水生昆虫など、川の生きもの観察を楽しみます。 ○ 小学生以上 大人200円、
小学生100円

雨天中止 横山ビジターセンター
TEL:0599-44-0567

http://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/

3 7/28(日) 藍の生葉染め体験 三重県民の森 菰野町千草7181-3

三重県民の森
藍の葉を採取し、トートバックを染めます。 ○ 一般 800円

要事前申込
定員30名
雨天時、内容変更にて実施

三重県民の森
TEL:059-394-2350

https://mie-mori.jp/

4 8/3(土) 天空テラスで夏の星空観察会 伊勢志摩国立公園自然ふれ
あい推進協議会

三重県志摩市阿児町鵜方横山展望
台

伊勢志摩国立公
園

夏の大三角を始め、土星や木星の姿を、横山から見える夜
景とともに楽しみます。 ○ 小学生以上 大人200円、

小学生100円 雨天中止 横山ビジターセンター
TEL:0599-44-0567

http://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/

5 8/3(土)
森の学校
ミエトイ・キャラバン in 四日市
partⅡ

みえ森づくりサポートセン
ター 三重県環境学習情報センター 森林や自然に親しみながら、その大切さを学ぶイベントと

して「森の学校」を開催します。
○ 子どもと保護者 無料 詳細はHP参照

みえ森づくりサポートセンタ
ー
TEL:059-261-1223

http://www.zc.ztv.ne.jp/miemori/
forestschool2019.html

6 8/4(日) こども森の写真教室 みえ森づくりサポートセン
ター 三重県林業研究所 カメラを通して、森や自然のおもしろさや豊かさを発見す

ることをテーマに、写真教室を開催します。 ○ 子どもと保護者 無料 詳細はHP参照
みえ森づくりサポートセンタ
ー
TEL:059-261-1223

http://www.zc.ztv.ne.jp/miemori/
photosc2019.html

7 8/10(土) 8月の自然観察会 三重県民の森
菰野町千草7181-3

三重県民の森
テーマを決めず、森を散策して虫や鳥、植物の観察をしま
す。

○ 一般 無料 申込不要
雨天中止

三重県民の森
TEL:059-394-2350

https://mie-mori.jp/

8 8/11(日祝)
第4回 サマーフォレスト in やま
びこ(仮称)

鈴鹿川等源流の森林づくり
協議会

三重県亀山市加太梶ヶ坂3787-6

亀山森林公園やまびこ
丸太切体験・木の実を使った工作など、親子で参加してい
ただけるイベントを開催します。 ○ 一般 無料 詳細は右記まで

亀山市産業建設部産業振興課
森林林業グループ
TEL:0595-84-5068

―

http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/soshiki/shakaikyoiku/bunka/omaezakinoumigame/umigamegakusyu/sanrankansatukai.html
https://kenritsu-shinrinkouen.jp/program-event/
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sangyoshinko/norin/index.html
http://www.bdnagoya.jp/calendar/symposium.html
http://www.city.seto.aichi.jp/soshiki/kankyouka/
http://www.ohnogokurakujikouen.jp/
http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/seibututayosei/kankyo-gakusyu.html
http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000067134.html
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/
http://www.town.oguchi.aichi.jp/
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/
http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000067134.html
http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/seibututayosei/kankyo-gakusyu.html
http://www.city.seto.aichi.jp/soshiki/kankyouka/
http://www.ohnogokurakujikouen.jp/
http://mhmsatoyama.web.fc2.com/
http://www.city.konan.lg.jp/machidukuri/tokei/oyako_fureai_kansatukai.html
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/chita/ikimono.html
http://www.city.konan.lg.jp/machidukuri/tokei/sizen_megumi_kansatukai.html
http://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/
http://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/
http://www.zc.ztv.ne.jp/miemori/forestschool2019.html
http://www.zc.ztv.ne.jp/miemori/photosc2019.html

