
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

北
海
道

1 7/21(日)～8/18(日)
夏休み企画
クラフト体験
「ジオ時計づくり」

洞爺湖ビジターセンター等
利用協議会

洞爺財田自然体験
ハウス

支笏洞爺国立公
園

洞爺湖周辺の木の実や枝、内浦湾の貝殻や石などを使っ
て、オリジナルの「時計」を作ります。 小中学生向け 500円(税込)

随時受付
7/19(金)から開催

洞爺財田自然体験ハウス
TEL:0142-82-5999

www.toyako-vc.jp./takarada/index.html

2 7/21(日)～8/18(日)
夏休み企画
スタンプラリー

洞爺湖ビジターセンター等
利用協議会

洞爺財田自然体験
ハウス

支笏洞爺国立公
園

体験ハウスに隣接している遊歩道で、自然と親しむスタン
プラリーを実施します。

小中学生向け 200円(税込)
随時受付
7/19(金)から開催

洞爺財田自然体験ハウス
TEL:0142-82-5999

www.toyako-vc.jp./takarada/index.html

3 7/21(日)、8/18(日) 春採湖畔探鳥会 釧路市立博物館 北海道釧路市春採公園 春採湖畔を散策しながら、水辺の鳥を観察します。 一般 無料 歩きやすい服装
雨天中止

釧路市立博物館
TEL:0154-41-5809

http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

4 7/26(金)～28(日) ホタルの週末 釧路湿原国立公園連絡協議
会

北海道鶴居村温根内
温根内ビジターセンター

釧路湿原国立公
園

釧路湿原に棲むヘイケボタル。
その不思議な生態と観察方法を学んでから、夜の湿原へと
出かけます。

一般 無料 要申込、定員なし 温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

5 7/27(土)
夏休みこどもスペシャル☆　～野
生動物を守る！獣医さんと環境
省のお仕事体験～

ウトナイ湖野生鳥獣保護セ
ンター

ウトナイ湖野生鳥獣保護センター 国指定鳥獣保護
区

ウトナイ湖野生鳥獣保護センターの仕事を紹介します。
センター職員や環境省のレンジャーと一緒に、自然環境の
保護について学びます。

小学校3～6年生 無料 要事前申込7/2～7/25
定員15名

ウトナイ湖野生鳥獣保護セン
ター
TEL:0144-58-2231

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/
shizen/shizenhogo/utonai/
hogo_center.html

6

7/27(土)・28(日)、8/3(土)・
4(日)・10(土)・11(日祝)・
12(月振)・17(土)・18(日)　

夏のウトナイ湖・
ウォークラリー

ウトナイ湖野生鳥獣保護セ
ンター ウトナイ湖野生鳥獣保護センター 国指定鳥獣保護

区

受付後、約500ｍの自然観察路を一周しながら、途中のポ
イントに設置された夏の自然に関するクイズに挑戦しま
す。

一般 無料
申込み不要。
当日10:00～16:00の間、随
時受付

ウトナイ湖野生鳥獣保護セン
ター
TEL:0144-58-2231

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/
shizen/shizenhogo/utonai/
hogo_center.html

7 7/28(日) オープンファーム体験 旭川市江丹別公民館 旭川あらかわ牧場 バター作り・乳しぼり体験等を行います。 一般 500円
要事前申込：7/19(金)から同
館まで
定員名(先着各20組)

旭川市江丹別公民館
TEL:0166-73-2230

-

8 8/1(木)～8/15(木)
夏休み企画
「阿寒の自然スライドショー」

阿寒湖畔エコミュージアム
センター運営推進協議会

北海道
阿寒湖畔エコミュージアムセンタ
ー

阿寒摩周国立公
園

1日2回、阿寒の自然を紹介するスライドショーを行いま
す。 一般 無料 定員各回25名

阿寒湖畔エコミュージアムセ
ンター
TEL:0154-67－4100

http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

9 8/3(土) 夏の自然観察会 支笏洞爺国立公園管理事務
所

北海道千歳市
支笏湖周辺

支笏洞爺国立公
園 夏の草花、樹木の様子を観察します。 一般 無料 雨天中止 支笏洞爺国立公園管理事務所

TEL:0123-25-2350

10 8/4(日) クリーンデーキャンペーン
「ボッケクリーンウォーク」

阿寒湖畔エコミュージアム
センター運営推進協議会

北海道
阿寒湖（ボッケ周辺） 阿寒摩周園 阿寒湖畔のボッケ遊歩道を、清掃や外来種駆除をしながら

ご案内します。 一般 無料 定員30名
阿寒湖畔エコミュージアムセ
ンター
TEL:0154-67－4100

http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

11 8/4(日)
クリーンデーキャンペーン
「雌阿寒岳清掃登山」

阿寒湖畔エコミュージアム
センター運営推進協議会

北海道
雌阿寒岳

阿寒摩周国立公
園 雌阿寒岳を清掃しながら登山します。 ○ 一般 3,500円 定員10名

阿寒湖畔エコミュージアムセ
ンター
TEL:0154-67－4100

http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

12 8/4(日) 盛夏の花を見に行こう 釧路湿原国立公園連絡協議
会

北海道鶴居村温根内
温根内ビジターセンター

釧路湿原国立公
園

盛夏の釧路湿原の花々をじっくりと観察します。
熱中症対策を忘れないでください。 一般 無料 要事前申込

定員15名
温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

13 8/4(日) 虫の学校 旭川市神楽公民館 旭川市神楽公民館及び見本林 昆虫採集と標本作りを行います。 小学生と保護者 無料
要事前申込：7/23(火)から同
館まで
定員名(先着10組)

旭川市神楽公民館
TEL:61-6194

14 8/7(水)～8/8(木)
あさひかわ自然共生ネットワー
ク
「緑の回廊展」

あさひかわ自然共生ネット
ワーク

旭川市科学館（サイパル）1階特
別展示室

環境を考える団体の活動紹介のパネル展、自然観察会やワ
ークショップを通して、自然との共生についての意識を高
めます。

一般 無料 申込不要

あさひかわ自然共生ネットワ
ーク事務局・旭川市環境総務
課
TEL:0166-25-5350

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/
kurashi/271/299/304/p005701.html

15 8/10(土) 釧路湿原自然と歴史を訪ねて 釧路湿原国立公園連絡協議
会

北海道標茶町
サルボ展望台

釧路湿原国立公
園

釧路湿原に残る縄文時代の遺跡などを見ながら、自然と共
に暮らしてきた縄文人やアイヌの人々の生活を知る催しで
す。

一般 無料 要事前申込
定員10名

塘路湖エコミュージアムセン
ター
TEL:015-487-3003

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

16 8/10(土) しらべてみよう春採湖の昆虫 釧路市立博物館 北海道釧路市春採公園 春採湖畔を散策しながら、夏の昆虫を観察します。 一般 50円(保険料)
歩きやすい服装
雨天中止

釧路市立博物館
TEL:0154-41-5809

http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

17 8/11(日祝)
ザリガニウォッチング
～ウチダザリガニ編～

釧路湿原国立公園連絡協議
会

北海道鶴居村温根内
温根内ビジターセンター

釧路湿原国立公
園

特定外来生物のウチダザリガニを捕獲し、外来生物の脅威
について学びます。 一般 無料 要事前申込

定員15名
温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

18 8/17(土) ウチダザリガニ捕獲大作戦 旭川市江丹別公民館 嵐山中央会館
（徒歩で川に移動） 川に入り、ウチダザリガニの捕獲と試食を行います。 小学生以上 無料

要事前申込：7/19(金)～
8/9(金)に同館まで
定員20名(先着)

旭川市江丹別公民館
TEL:0166-73-2230

19 8/17(土) 春採湖畔草花ウオッチング 釧路市立博物館 北海道釧路市春採公園 春採湖畔を散策しながら、夏の花を観察します。 一般 50円(保険料)
歩きやすい服装
雨天中止

釧路市立博物館
TEL:0154-41-5809

http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/

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

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/

http://www.toyako-vc.jp./takarada/index.html
http://www.toyako-vc.jp./takarada/index.html
http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/
http://business4.plala.or.jp/akan-eco/
http://business4.plala.or.jp/akan-eco/
http://business4.plala.or.jp/akan-eco/
http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/299/304/p005701.html
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/


城
県

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/

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/

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/
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/


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

群
馬
県

1 7/21(日)～8/20(火) 朝のお散歩会(鹿沢園地)
鹿沢インフォメーションセ
ンター 群馬県嬬恋村 上信越高原国立

公園 鹿沢園地内を早朝に散歩しながら、自然観察します。 　 一般 無料 ※11/18(月)まで開催
鹿沢インフォメーションセン
ター
TEL:0279-80-9119

http://www.kazawa.jp/

2 7/21(日)～8/20(火)
第60回企画展
「同居いきもの図鑑」 群馬県立自然史博物館 群馬県富岡市上黒岩1674-1

私たちとともに暮らす「キモカワ」の生きものたちを、実
物や拡大模型で紹介します。 一般

一般720円、
高校生・大学生410円、
中学生以下無料

※9/1(日)まで開催 群馬県立自然史博物館
TEL:0274-60-1200

http://www.gmnh.pref.gunma.jp

3

①7/22(月)、②7/24(水)、
③7/25(木)、④7/26(金)、
⑤7/29(月)、⑥7/31(水)

こども自然教室 桐生市 桐生自然観察の森
学年に応じ、五感を使い夏の森の季節感を感じたり、生き
ものを発見して捕獲したり、水辺の環境を観察したりし
て、自然に親しみます。

①②小学1・2年生、③小
学3年生、④小学4年生、
⑤小学5年生、⑥小学6年
生

無料 定員各回20名
桐生自然観察の森
TEL:0277-65-6901

http://www.city.kiryu.lg.jp/forest/index.html

4 7/27(土) 夜の生きもの観察会 桐生市 桐生自然観察の森 園内にライトトラップを仕掛け、夜の生きものを捕獲し、
観察します。

中学生以上
(保護者同伴)

無料 定員各回20名 桐生自然観察の森
TEL:0277-65-6901

http://www.city.kiryu.lg.jp/forest/index.html

5 7/27(土) 自然観察会 NPO法人群馬県自然保護
連盟

赤城水源の森
清流に生きる水生昆虫、サンショウウオ、イワナ等を水に
入って探そう。
トンボやチョウ・セミ達と友達になろう。

児童と保護者 300円
(傷害保険料)

定員15組 NPO法人群馬県自然保護連盟
TEL:027-324-5706

http://gunma-shizenhogo.sakura.ne.jp/
schedule.html

6 7/28(日) お花畑の深～イ探求 万座しぜん情報館 群馬県嬬恋村 上信越高原国立
公園

マルハナバチを追跡観察し、花と昆虫の関係について学び
ます。 ○ 一般 1,200円 万座しぜん情報館

TEL:0279-97-4000
http://www.manzanc.jp/

7 7/28(日)
第3回 親子森であそぼう森で学ぼ
う教室 森林学習センター

群馬憩の森
森林学習センター

木の枝や葉で、ひみつ基地を作ります。
親子で相談しながら、取り組んでもらいます。 一般 無料 定員各回30名 森林学習センター

TEL:0279-72-3220
https://www.pref.gunma.jp/01/
e6100001.html

8 7/28(日) 親子のための夏の虫観察会 桐生市 桐生自然観察の森 親子で園内を散策して生きものを捕獲し、観察します。 親子 無料 定員親子10組 桐生自然観察の森
TEL:0277-65-6901

http://www.city.kiryu.lg.jp/forest/index.html

9 7/30(火)
夜の天体観望会
「夜空の星々に願いを」 群馬県立自然史博物館 群馬県富岡市上黒岩1674-1

天体ドームの望遠鏡や移動式望遠鏡で、惑星や夏の星座を
観察します。 小学生以上 50円(保険料) 定員各回30名

群馬県立自然史博物館
TEL:0274-60-1200

http://www.gmnh.pref.gunma.jp

10 8/3(土)・10(土) コウモリ探知＆ウォッチング 万座しぜん情報館 群馬県嬬恋村 上信越高原国立
公園 コウモリの超音波を探知しながら、観察します。 ○ 一般 500円 万座しぜん情報館

TEL:0279-97-4000
http://www.manzanc.jp/

11 8/4(日)・11(日祝) しぜん情報館おてがるツアー 万座しぜん情報館 群馬県嬬恋村 上信越高原国立
公園

館内展示の解説と、万座を代表する観光スポットを自然散
策します。 ○ 一般 400円

万座しぜん情報館
TEL:0279-97-4000

http://www.manzanc.jp/

12 8/4(日)
ファミリー自然観察会
「水の中の生きものを調べよ
う」

群馬県立自然史博物館 群馬県富岡市上黒岩1674-1
甘楽富岡周辺の河川敷で、水の中の生きものを観察しま
す。

家族向け
(4才以上)

50円(保険料) 定員各回30名 群馬県立自然史博物館
TEL:0274-60-1200

http://www.gmnh.pref.gunma.jp

13 8/7（水）
企画展スペシャルトーク
「子どもに向けて話す、昆虫や虫
とのつきあい方」

群馬県立自然史博物館 群馬県富岡市上黒岩1674-1
昆虫科学教育館の久留飛氏を講師に、昆虫とのつき合い方
をわかりやすく紹介します。

親子向け 無料 群馬県立自然史博物館
TEL:0274-60-1200

http://www.gmnh.pref.gunma.jp

14 8/10(土)～18(日) サマーウィーク 鹿沢インフォメーションセ
ンター 群馬県嬬恋村 上信越高原国立

公園
オリエンテーリング、クラフトなどの体験イベントを日替
わりで実施します。 一般 200円～500円

鹿沢インフォメーションセン
ター
TEL:0279-80-9119

http://www.kazawa.jp/

15 8/10(土)
第5回 森林学習センター 森林観
察会 森林学習センター 群馬憩の森

森林学習センター
人々の暮らしと、自然や植物との関わりについて解説しま
す。（人々の生活と植物） 一般 無料 森林学習センター

TEL:0279-72-3220
https://www.pref.gunma.jp/01/
e6100001.html

16 8/11(日祝)
上信越高原国立公園70周年 山の
日記念
篭ノ登山ハイキング

鹿沢インフォメーションセ
ンター

群馬県嬬恋村 上信越高原国立
公園

篭ノ登山に登山します。 ○ 一般 500円
鹿沢インフォメーションセン
ター
TEL:0279-80-9119

http://www.kazawa.jp/

17 8/11(日祝) 尾瀬の星空と天体のおはなし (公財)尾瀬保護財団 群馬県片品村
山の鼻ビジターセンター 尾瀬国立公園 夏の星座や惑星などの解説を聞きながら、尾瀬の星空を観

察します。 尾瀬山ノ鼻地区宿泊者 無料 詳細はHP参照
(公財)尾瀬保護財団
TEL:027-220-4431

https://www.oze-fnd.or.jp/

18 8/11(日祝) 自然観察会と保護活動
群馬県
（実施：NPO法人群馬県
自然保護連盟）

赤城山　鍋割山 県自然環境保全地域の山を歩こう！
植物や野鳥の生態を学ぼう！ 一般 無料 定員各回30名 NPO法人群馬県自然保護連盟

TEL:027-324-5706
https://www.pref.gunma.jp/04/
e2300415.html

19 8/12(月振)
プランクトンと食虫植物ウォッ
チング 万座しぜん情報館 群馬県嬬恋村 上信越高原国立

公園
オタマジャクシの放流、水生昆虫やモウセンゴケなどの観
察をし、食物連鎖について学ぶ。 ○ 一般 1,200円

万座しぜん情報館
TEL:0279-97-4000

http://www.manzanc.jp/

20 8/18(日) 自然観察会と保護活動
群馬県
（実施：NPO法人群馬県
自然保護連盟）

谷川　湯檜曽川 特定外来生物オオハンゴンソウ駆除作業を体験しよう。
周辺の植生を知り、自然の仕組みを考えよう。 一般 無料 定員各回30名

NPO法人群馬県自然保護連盟
TEL:027-324-5706

https://www.pref.gunma.jp/04/
e2300415.html

21 8/19(月)・20(火) 池の平ハイキング 鹿沢インフォメーションセ
ンター

群馬県嬬恋村 上信越高原国立
公園

池の平湿原の花を観察しながら、ハイキングします。 ○ 一般 500円 ※8/30(金)まで開催
鹿沢インフォメーションセン
ター
TEL:0279-80-9119

http://www.kazawa.jp/

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/

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

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.kazawa.jp/
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/
http://gunma-shizenhogo.sakura.ne.jp/schedule.html
http://www.manzanc.jp/
https://www.pref.gunma.jp/01/e6100001.html
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/
http://www.manzanc.jp/
http://www.manzanc.jp/
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/
http://www.kazawa.jp/
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http://www.saitama-shizen.info/event/event.html
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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

千

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/  

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

http://www.saitama-shizen.info/event/event.html
https://www.hanno-eco.net/index.html
http://www.saitama-shizen.info/event/event.html
http://www.shizen.spec.ed.jp/
http://www.saitama-shizen.info/event/event.html
http://greencenter.1110city.com/
http://www.town.miyashiro.lg.jp/0000009629.html
http://saitama-midorinomori.jp/
http://www.city.toda.saitama.jp/site/saiko/
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/toshiseibibu/toshi/menu/kasekitoshizen/
http://www.genki.spec.ed.jp/ootaki/index.php?page_id=0
http://www.naguri-genki.com/
http://www.town.ogose.saitama.jp/
http://www.city.toda.saitama.jp/site/saiko/
http://www.saitama-shizen.info/event/event.html
http://www.saitama-shizen.info/event/event.html
http://www.naguri-genki.com/
http://www.saitama-shizen.info/event/event.html
http://ogawagenki.com/
http://www.saitama-shizen.info/event/event.html
http://www.saitama-shizen.info/event/kouza.html
https://www.city.saitama.jp/001/009/006/p060170.html
http://www.river-museum.jp/
http://suigou-omigawa.com/
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/


千
葉
県

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

神
奈
川
県

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

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

http://www.echiba-sports.org/kamo/k-top.html
http://www.seibu-la.co.jp/yatsuhigata/
http://suigou-omigawa.com/
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html
http://civil.mboso-etoko.jp/group/detail.asp?id=77
http://suigou-omigawa.com/
http://suigou-omigawa.com/
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://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/index.html
http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/index.html
http://park10.wakwak.com/~miyakejima/
http://park10.wakwak.com/~miyakejima/
http://park10.wakwak.com/~miyakejima/
http://www.seibu-la.co.jp/odawarafg/
http://www.kamakura-park.com/
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/kagakukan/
https://nisihira-park.org/sizen/
http://www.kamakura-park.com/
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/kagakukan/
http://hakonevc.sunnyday.jp/shitashimuundou.html
http://www.city.kawasaki.jp/asao/category/112-10-13-2-0-0-0-0-0-0.html
http://odawara-jigyo-kyokai.jp/wanpaku/
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/kagakukan/
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/kankyokeizai/kankyo/kankyohozen/event/ikimono/1470720933453.html
http://honobono.i-shimin.net/


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/

新
潟
県

1 7/28(日) 夏休み 子供工作教室 見附市 新潟県見附市
大平森林公園 雄大な自然の中で、小鳥の巣箱作りにチャレンジ！ 一般 大平森林公園

TEL:0258-62-4217
http://www.sasahara-con.co.jp/ohhira/
ohhira.html

2 8/18(日) 第9回「Eボート大会」 見附市 新潟県見附市
大平森林公園

4.3haの大平堤で、Eボート(10人乗り大型ゴムボート)乗船
にチャレンジ。 一般 1チーム(10名)5,000円

大平森林公園
TEL:0258-62-4217

http://www.sasahara-con.co.jp/ohhira/
ohhira.html

富
山
県

1 7/28(日)
大迫力の沌滝と不思議な風穴を
訪ねよう 魚津埋没林博物館 沌滝周辺 片貝県定公園 雄大な沌滝と、真夏でも冷たい風が吹き出す、不思議な風

穴を訪ね、学びます。 ○ 小学生～一般 500円 要事前申込
定員20名(先着)

魚津埋没林博物館
0765-22-1049

https://www.city.uozu.toyama.jp/nekkolnd/

石
川
県

1 7/21(日) 親子昆虫観察会2 石川県森林公園 石川県森林公園事務所 森林公園内に生息する、昆虫の観察と採集を行います。 ○ 5歳以上の親子 無料 定員10組
石川県森林公園インフォメー
ションセンター
TEL:076-288-6449

http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/event/
index.html

2 7/21(日) 親子ふれあいフェスタ2019 (株)岸グリーンサービス 石川県金沢市
北部公園

公園の自然を活かした生き物観察会、竹笛などの工作教室
などを行います。

親子、
一般

100円～800円 北部公園センター
TEL:076-272-3637

http://kgs-hokubupark.com/

3 7/21(日) ネイチャスクール2019夏 (株)岸グリーンサービス 石川県白山市
白山ろくテーマパーク　吉岡園地

森林の中にて、昆虫の習性を遊んで学ぶカモフラージュゲ
ームなど、様々な森林ゲームを行います。

親子小学生
(保護者同伴)

300円/人 要事前申込
定員40名

白山ろくテーマパーク公園セ
ンター
TEL:076-272-3637

http://hakusanpark.com/

4 7/21(日)
「夕日寺里山楽習塾」
竹の水鉄砲を作って遊ぼ

(公社)いしかわ環境パート
ナーシップ県民会議 夕日寺健民自然園 里山の身近な自然材のハチクや真竹を使って、昔懐かしい

遊び道具「水鉄砲」を作ってみよう。

子ども、
親子、
大人

有料
(申込時に確認を)

開催10:00～12:00

定員30名
歩きやすい服装

夕日寺健民自然園
TEL&FAX:076-251-7554

www.yuhidera.jp
E-mail:yuhidera＠bz03.plala.or.ip

5 7/21(日) 数えて測ってみる自然 (公社)いしかわ環境パート
ナーシップ県民会議 片野鴨池 越前加賀海岸国

定公園

生き物を観察するときに、見た目の印象だけでなく、数値
をはかるとより客観的でわかりやすい研究ができます。
数えて測って生き物を見てみましょう。

小学3年生以上 入館料のみ 加賀市鴨池観察館
TEL:0761-72-2200

https://kamoike.kagashi-ss.com/

6 7/21(日)～8/20(火) 鴨池たんぼ道 加賀市鴨池観察館 片野鴨池 越前加賀海岸国
定公園

観察館正面、たんぼのまわりをレンジャーと一緒に歩きま
す。 どなたでも 入館料のみ ※8/31(土)まで開催 加賀市鴨池観察館

TEL:0761-72-2200
https://kamoike.kagashi-ss.com/

7 7/21(日)～8/31（土） カメラで虫撮り2019 加賀市鴨池観察館 片野鴨池 越前加賀海岸国
定公園

鴨池たんぼのいきものたちを、カメラで撮影します。
カメラのレンタルもあります。 どなたでも 入館料のみ 加賀市鴨池観察館

TEL:0761-72-2200
https://kamoike.kagashi-ss.com/

8 7～8月の土・日・祝日 市ノ瀬ガイドウォーク

石川県白山自然保護センタ
ー、
白山自然ガイドボランティ
ア友の会

石川県白山市
市ノ瀬ビジターセンター 白山国立公園 白山自然ガイドボランティアや職員が観察路を案内し、市

ノ瀬の自然について解説します。 ○ どなたでも 無料

事前申込不要
(20名以上の場合は要事前連
絡)

※11月まで開催

市ノ瀬ビジターセンター
TEL:076-259-2504

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
index.html

9 7/21(日)～8/20(火)
企画展
「七尾の森 ～豊かな里山から里
海へ～」

のと里山里海ミュージアム のと里山里海ミュージアム 七尾の里山の特徴を、歴史や環境を切り口にして紹介しま
す。 〇 一般 無料 ※9/8(日)まで開催 のと里山里海ミュージアム

TEL:0767-57-5100
https://noto-museum.jp

10 7/21(日)～8/20(火)
クイズラリー
「里山の虫を探そう！」 のと里山里海ミュージアム のと里山里海ミュージアム 里山に生息する虫に関するクイズを解きながら、生態を学

びます。 〇 小学生 無料 ※9/8(日)まで開催 のと里山里海ミュージアム
TEL:0767-57-5100

https://noto-museum.jp

11 7～8月の土・日・祝日 中宮ガイドウォーク

石川県白山自然保護センタ
ー、
白山自然ガイドボランティ
ア友の会

石川県白山市
石川県白山自然保護センター中宮
展示館

白山国立公園 白山自然ガイドボランティアや職員が観察路を案内し、中
宮の自然について解説します。 ○ どなたでも 無料

事前申込不要
(20名以上の場合は要事前連
絡)
※11月まで開催

石川県白山自然保護センター
中宮展示館
TEL:076-256-7111

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
index.html

12 7/21(日)～28(日)
楽しもう！白山麓days

中宮展示館　夏休みdays

石川県白山自然保護センタ
ー、
中宮温泉旅館協同組合

石川県白山市
石川県白山自然保護センター中宮
展示館

白山国立公園 箱めがねを使って、川の生き物観察ができます。
館内では、中宮にいる生き物の展示を行っています。

○ どなたでも 無料
事前申込不要
(20名以上の場合は要事前連
絡)

石川県白山自然保護センター
TEL:076-255-5321

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
index.html

13 7/27(土)、8/24(土) 夜の鴨池探検しよっさ 加賀市鴨池観察館 片野鴨池 越前加賀海岸国
定公園

昼間とは違う動きをしている、夜の鴨池の生き物たちを観
察します。 どなたでも 入館料のみ 加賀市鴨池観察館

TEL:0761-72-2200
https://kamoike.kagashi-ss.com/

14 7/27(土) 原っぱ散策と青空ヨガ教室 橋立自然公園 石川県加賀市
橋立自然公園管理棟

園路ピクニック広場を散策してから、広場にてヨガ教室を
行います。

子ども、
親子、
大人

500円 人数制限あり
詳細はHP参照

橋立自然公園管理棟
TEL:0761-72-1103

http://www.kaga-taikyou.or.jp/KSSA/
hashitate.html

15 7/28(日) 森の渓流上りと魚つかみ 県民の森地域振興会 石川県県民の森 県民の森の渓流で、渓流上りや魚つかみを体験します。 ○ 小学生 500円 定員30名 県民の森管理事務所
TEL:0761-78-3883

https://kenminmori.jp

16 7/28(日) フォトグラム体験 石川県森林公園 石川県森林公園インフォメーショ
ンセンター

公園の自然物と、古くから用いられてきた写真技術を応用
し、オリジナルアート作品を仕上げます。 ○ 小学生以上 500円 定員20名

石川県森林公園インフォメー
ションセンター
TEL:076-288-6449

http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/event/
index.html

17 7/28(日)
ヤドカリ学級
「アカテガニウオッチング」 のと海洋ふれあいセンター 鳳珠郡能登町越坂地先 能登半島国定公

園内
森にすむアカテガニが、海辺に来て子供を海に放す様子
を、観察します。 ○

どなたでも
(幼児は保護者同伴)

入館料
(高校生以上200円)

要事前申込
定員20名

のと海洋ふれあいセンター
TEL:0768-74-1919

nmci@notomerine.jp

18 7/28(日) 鴨池スノードーム 加賀市鴨池観察館 片野鴨池 越前加賀海岸国
定公園 夏の鴨池の風景を、すのーどむに閉じ込めましょう。 どなたでも 入館料のみ 加賀市鴨池観察館

TEL:0761-72-2200
https://kamoike.kagashi-ss.com/

19 7/28(日) C.C.Zフェスティバル 2019
C.C.Zフェスティバル実行
委員会

石川県白山市徳光町　　　徳光海
岸 松任海浜公園 マリンスポーツを主としたフェスティバルを開催し、海の

魅力、C.C.Zの利用促進・賑わいの創出を図ります。 一般 無料 白山市公園緑地課
TEL:076-274-9560

http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/

20 7/31(水) 緑の教室「植物観察会」 石川県農林総合研究センタ
ー 林業試験場

石川県白山市樹木公園 樹木公園を散策しながら植物の観察、解説及び標本作りを
行います。 小学3年生以上と保護者 無料

要事前申込：メール、電話
で
定員15組(先着)

林業試験場
TEL:076-272-0673

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ringyo/
index.html

21 8/4(日) 親子木の実小枝細工教室 石川県森林公園 石川県森林公園インフォメーショ
ンセンター

樹木の実、小枝の特徴を活かして、親子で協力しながら創
作活動を行います。 ○ 5歳以上の親子 300円 定員20名

石川県森林公園インフォメー
ションセンター
TEL:076-288-6449

http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/event/
index.html

22 8/4(日) 私の森づくり (株)岸グリーンサービス 石川県白山市
白山ろくテーマパーク　吉岡園地

園内の葉っぱや小枝などを使用して、自分が想像したジオ
ラマ風の森づくりを行います。

親子小学生
(保護者同伴)

400円/人 要事前申込
定員40名

白山ろくテーマパーク公園セ
ンター
TEL:076-272-3637

http://hakusanpark.com/

23 8/10(土)
竹伐採食器作り
流しソーメン会食 橋立自然公園 石川県加賀市

橋立自然公園管理棟 -
園内に自生の竹を使って、食器や箸を作ります。
孟宗竹を割って、流しそうめんを食べます。

子ども、
親子、
大人

500円
(小学生以下無料)

人数制限あり
詳細はHP参照

橋立自然公園管理棟
TEL:0761-72-1103

http://www.kaga-taikyou.or.jp/KSSA/
hashitate.html

24 8/11(日祝) 親子で飯ごう料理体験 県民の森地域振興会 石川県県民の森 火を起こし、飯ごうでご飯を炊いて、カレーを作ります。 ○ 小学生親子 500円 定員10組 県民の森管理事務所
TEL:0761-78-3883

https://kenminmori.jp

25 8/11(日祝)
県民白山講座
山の日記念企画
白山研究最前線

石川県白山自然保護センタ
ー しいのき迎賓館 白山国立公園 白山で行われている、調査・研究の成果をお話しします。 〇 一般 無料 開催13:30～16:00

定員60名
石川県白山自然保護センター
TEL:076-255-5321

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
index.html

26 8/11(日祝)
「夕日寺里山楽習塾」
ザリガニ釣りで駆除体験

(公社)いしかわ環境パート
ナーシップ県民会議 夕日寺健民自然園 トンボサンクチュアリーで、トンボの大敵アメリカザリガ

ニを釣って駆除し、トンボの仲間を助けよう。

子ども、
親子、
大人

無料
開催10:00～12:00
定員30名
歩きやすい服装

夕日寺健民自然園
TEL&FAX:076-251-7554

www.yuhidera.jp
E-mail:yuhidera＠bz03.plala.or.ip

27 8/17(土) 親子昆虫観察会3 石川県森林公園 石川県森林公園インフォメーショ
ンセンター 森林公園内に生息する、昆虫の観察と採集を行います。 ○ 5歳以上の親子 無料 定員50名

石川県森林公園インフォメー
ションセンター
TEL:076-288-6449

http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/event/
index.html
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http://www.city.isehara.kanagawa.jp/kagakukan/
https://nisihira-park.org/sizen/
http://www.seibu-la.co.jp/odawarafg/
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http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/environ/sakawa/wakuwaku29.html
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/kagakukan/
http://www.sagami-portal.com/hp/dnt10030/
http://www.kamakura-park.com/
http://www.sasahara-con.co.jp/ohhira/ohhira.html
http://www.sasahara-con.co.jp/ohhira/ohhira.html
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http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/event/index.html
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http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/event/index.html
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http://www.kaga-taikyou.or.jp/KSSA/hashitate.html
https://kenminmori.jp/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html
http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/event/index.html


28 8/17(土)
「夕日寺里山楽習塾」
押し花(葉)アート教室

(公社)いしかわ環境パート
ナーシップ県民会議

夕日寺健民自然園 自然園のキレイな花や葉を探して、押しばな(葉)作りを楽
しみ、オリジナルアートを飾りましょう。

子ども、
親子、
大人

有料
(申込時に確認を)

開催10:00～12:00
定員30名
歩きやすい服装

夕日寺健民自然園
TEL&FAX:076-251-7554

www.yuhidera.jp
E-mail:yuhidera＠bz03.plala.or.ip

29 8/17(土) かっこいい甲虫標本をつくろう 石川県立自然史資料館 石川県金沢市
石川県立自然史資料館館内 甲虫の標本作成方法を学びます。 小学3年生～中学3年生 無料 要事前申込

定員16名(先着)
石川県立自然史資料館
TEL:076-229-3450

https://www.n-muse-ishikawa.or.jp/

30 8/18(日) 押し葉で植物ずかんをつくろう 石川県立自然史資料館
石川県金沢市
石川県立自然史資料館館内及び周
辺

植物を採取して､オリジナル図鑑をつくります。 小学4年生～高校3年生 無料 要事前申込
定員20名(先着)

石川県立自然史資料館
TEL:076-229-3450

https://www.n-muse-ishikawa.or.jp/

31 8/18(日) ツリークライミング体験 石川県森林公園 石川県森林公園インフォメーショ
ンセンター

専門スタッフ指導の下、器具を使って木と親しみ、自然を
身近に感じます。 ○ 小学生以上 1,000円 定員40名

石川県森林公園インフォメー
ションセンター
TEL:076-288-6449

http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/event/
index.html

福
井
県

1 7/21(日)
天文教室
天体望遠鏡を作ってみよう！ 福井県自然保護センター 福井県自然保護センター

観察棟
天体望遠鏡の仕組みを学びながら、自分だけの望遠鏡を作
り、天体観望をします。

どなたでも
(中学生以下保護者同伴)

望遠鏡キット代金
要事前申込：7/11締切
定員20組

福井県自然保護センター
TEL:0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

2 7/21(日)
夏休みの自由研究
海浜植物採集と標本作り 福井県海浜自然センター 若狭町食見海岸 午前中は植物を採集し、午後は名前を調べて、標本を作り

ます。
一般
(小学生以下は保護者同伴)

100円
(保険料込)

定員30名(先着)

詳細はHP参照
福井県海浜自然センター
TEL:0770-46-1101

http://fcnc.jp/

3
7/21(日)・28(日)、

8/4(日)・11(日)・12(月振)・
18(日)

四季の自然観察シリーズ 福井県自然保護センター 福井県自然保護センター
自然観察の森

ガイドと歩きながら、毎回ちがったテーマで、六呂師高原
の自然や楽しみ方を学びます。
雨天時は館内の展示の解説をします。

○
一般
(小学生以下は保護者同伴)

無料 詳細はHP参照 福井県自然保護センター
TEL:0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

4 7/27(土) 南川の魚を観察しよう 福井県海浜自然センター おおい町南川 南川の生きものを捕まえたり、水質を調べたります。
一般
(小学生以下は保護者同伴)

100円
(保険料込)

定員30名(先着)

詳細はHP参照
福井県海浜自然センター
TEL:0770-46-1101

http://fcnc.jp/

5 7/27(土)、8/3(土)

夏休み特別企画
光に集まる虫を観察しよう
～ライトトラップ～

福井県自然保護センター 福井県自然保護センター 白い布に光を当て、集まってきた虫たちを採集・撮影しま
す。 ○

どなたでも
(中学生以下保護者同伴)

無料 詳細はHP参照
福井県自然保護センター
TEL:0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

6
7/27(土)、8/3(土)・10(土)・

17(土)
週末天体観望会 福井県自然保護センター 福井県自然保護センター

観察棟

六呂師高原の満天の星空のもと、解説を聞きながら、巨大
望遠鏡で季節の天体を観望します。
曇・雨天時はプラネタリウムの上映をします。

どなたでも
(中学生以下保護者同伴)

無料 詳細はHP参照 福井県自然保護センター
TEL:0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

7 7/28(日) はす川の魚を観察しよう 福井県海浜自然センター 若狭町はす川 はす川の生きものをつかまえたり、水質を調べたります。
一般
(小学生以下は保護者同伴)

100円
(保険料込)

定員30名(先着)

詳細はHP参照
福井県海浜自然センター
TEL:0770-46-1101

http://fcnc.jp/

8 8/2(金)
天文教室
夏の星座めぐり 福井県自然保護センター 福井県自然保護センター

観察棟

プラネタリウム、望遠鏡、野外とフルコースで、解説を聞
きながら、六呂師高原の美しい星空を楽しむことができま
す。

小学校4年生以上
(中学生以下保護者同伴)

無料 要事前申込:7/31締切
定員40名(先着)

福井県自然保護センター
TEL:0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

9 8/3(土)
夏休み標本教室
作ってみよう昆虫標本
≪夏休み自由研究対策≫

福井県自然保護センター 福井県自然保護センター 親子で昆虫採集を楽しむとともに、美しい標本を作成する
方法を学びます。 ○ 小学3年生～中学生の親子 50円 要事前申込:7/31締切

定員30名(先着)

福井県自然保護センター
TEL:0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

10 8/6(火)
天文教室
スマホやケータイで星を撮ろう 福井県自然保護センター 福井県自然保護センター

観察棟
スマホやケータイ、コンデジで望遠鏡越しに月や木星、土
星などの天体を撮影できます。

どなたでも
(中学生以下保護者同伴)

無料 要事前申込:8/4締切
定員20名(先着)定員20名

福井県自然保護センター
TEL:0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

11 8/12(月振)

特別観望会
ペルセウス座流星群ってなぁ
に？
～月夜のスターウォッチング～

福井県自然保護センター 福井県自然保護センター
観察棟

月、木星、土星、夏の天体の観望とともに、ペルセウス座
流星群についての解説を聞くことができます。

どなたでも
(中学生以下保護者同伴)

無料 詳細はHP参照
福井県自然保護センター
TEL:0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

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/

長
野
県

1 7/21(日)～8/20(火) ガイドウォーク 自然公園財団上高地支部 長野県松本市
中部山岳国立公
園

ビジターセンターから明神池もしくは大正池の区間につい
て、自然解説を行いながら散策します。 ○ 一般 500円 ※11月上旬まで開催 上高地ビジターセンター

TEL:0263-95-2606
https://www.kamikochi-vc.or.jp/

2 7/21(日)～8/20(火) シダ観察会 自然公園財団上高地支部 長野県松本市 中部山岳国立公
園

ビジターセンターから明神池に至る区間でみられる、シダ
を解説付きで観察します。 一般 500円 ※9月まで開催 上高地ビジターセンター

TEL:0263-95-2606
https://www.kamikochi-vc.or.jp/

3 7/21(日)
たかもり生きものしらべ山歩き
本高森山 高森町 長野県高森町　 中央アルプス県

立公園
動植物を観察・記録しながら、高森町の最高地点本高森山
に登ります。 ○ 小学校4年生以上 無料 要事前申込 高森町役場環境水道課

TEL:0265-35-9409

4 7/21(日)～8/20(火)
自然トピック展示
「南アルプスと中央アルプスの高
山植物」

飯田市美術博物館 長野県飯田市 南アルプスと中央アルプスに生育する高山植物を、標本と
写真で紹介します。

○ 一般
観覧料大人310円

(7/20(土)～9/1(日)小中学生無
料)

詳細はHP参照
※12/8(日)まで開催

飯田市美術博物館
TEL:0265-22-8118

https://www.iida-museum.org

5 7/27(土) 葉っぱ図鑑を作ろう！ 辰野町教育委員会 グリーンビレッジ横川
かやぶきの館

川島を歩き自然と触れ合いながら、葉っぱの形を写し取
り、図鑑を作ります。 ○ 小学生 無料 6/28応募締切 辰野町民会館

TEL:0266-41-1681

6
7/29(月)～31(水)、8/2(金)・

8/3(土)
千曲川ラフティング 中野市 長野県中野市

千曲川
川下りという自然体験の中で、自然環境保全要性を感じて
もらうこと目的とします。

中野市内在住の小学2年生
以上 無料 詳細はHP参照

中野市環境課
TEL:0269-22-2111
(内線247)

https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/
2018052300038/

7 8/11(日祝) 四方山祭り in 上高地
中部山岳国立公園管理事務
所、
松本市ほか５者

長野県松本市 中部山岳国立公
園

山の日の理念を広く国民に普及啓発し、山の日について理
解を深めてもらいます。 ○ 一般

無料
(ブースやイベントにより有
料)

https://www.kamikochi.or.jp/article/show/25

岐
阜
県

1 8/4(日) 納古山登山 七宗町 納古山 納古山(標高633m)に登ります。
片道2時間程度で、山頂からは絶景が眺められます。 〇 一般 1,000円(保険料込) 歩きやすい服装 七宗町役場企画課

TEL:0574-48-2291
http://www.hichiso.jp

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

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

https://www.n-muse-ishikawa.or.jp/
https://www.n-muse-ishikawa.or.jp/
http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/event/index.html
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
http://fcnc.jp/
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
http://fcnc.jp/
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
http://fcnc.jp/
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
https://www.kanegawanomori.jp/
http://www.naturenavi.com/
http://y-zouen.jp/takeda/bird/
http://www.yamanashi-kankou.com/
https://www.kamikochi-vc.or.jp/
https://www.kamikochi-vc.or.jp/
https://www.iida-museum.org/
https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2018052300038/
https://www.kamikochi.or.jp/article/show/25
http://www.hichiso.jp/
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/


愛
知
県

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

―

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/

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/

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
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/


京
都
府

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

大
阪
府

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/

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/

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/
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2018062800054/
http://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

奈
良
県

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

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

鳥
取
県

1 7/20(土)～21(日) 真夏の夜の集い 鳥取県立船上山少年自然の
家 船上山少年自然の家 大山隠岐国立公

園
キャンプファイヤー、星空観察、肝だめしなど、真夏のお
楽しみが満載です。 〇 小中学生とその家族 2,200円/人

定員16組(60名程度)

詳細はHP参照
船上山少年自然の家
TEL:0858-55-7111

senjyozan_syounen@pref.tottori.lg.jp 

2 7/21(日)
親子でシャワートレッキング in 
わさび谷

氷ノ山自然ふれあい館響の
森

鳥取県八頭郡若桜町
氷ノ山「わさび谷」

氷ノ山後山那岐
山国定公園

沢歩きの入門編。
わさび谷で、ジャブジャブ歩きを楽しみます。 〇 小学生以上

大人2,500円、
小人1,500円

要事前申込
定員15名
用具無料レンタル有

氷ノ山自然ふれあい館響の森
TEL:0858-82-1620

http://www.hibikinomori.gr.jp/
eventshousaiharu.html

3 7/27(土) 川のようちえん＋(プラス)
氷ノ山自然ふれあい館響の
森 鳥取県八頭郡若桜町 氷ノ山後山那岐

山国定公園
親子で楽しく川遊びをします。
小学生も参加できるイベントです。 〇 年少～小学生 大人600円、

小人300円
要事前申込
定員20名

氷ノ山自然ふれあい館響の森
TEL:0858-82-1620

http://www.hibikinomori.gr.jp/
eventshousaiharu.html

4 7/28(日)
シャワークライミング in 諸鹿渓
谷

氷ノ山自然ふれあい館響の
森

鳥取県八頭郡若桜町
「諸鹿渓谷」

氷ノ山後山那岐
山国定公園 氷ノ山の沢で滝登り、スライダー等を楽しみます。 〇 小学4年生以上

大人3,500円、
小人2,500円

(用具レンタル込)

要事前申込
定員15名

氷ノ山自然ふれあい館響の森
TEL:0858-82-1620

http://www.hibikinomori.gr.jp/
eventshousaiharu.html

5 7/28(日)
磯の観察会
～熊井浜～

鳥取県立山陰海岸ジオパー
ク海と大地の自然館

鳥取県岩美郡岩美町牧谷
熊井浜

山陰海岸国立公
園 熊井浜の磯の生き物を集めて、写真を撮って調べます。 一般 無料

鳥取県立山陰海岸ジオパーク
海と大地の自然館
TEL:0857-73-1445

https//www.pref.tottori.lg.jp/255369.htm

6 7/30(火)～8/1(木) ネイチャーキッズキャンプ 氷ノ山自然ふれあい館響の
森

鳥取県八頭郡若桜町
氷ノ山周辺

氷ノ山後山那岐
山国定公園 氷ノ山周辺で、自然体験を行います。 〇 小学4年～中学生 13,500円 要事前申込

定員20名
氷ノ山自然ふれあい館響の森
TEL:0858-82-1620

http://www.hibikinomori.gr.jp/
eventshousaiharu.html

7 8/3(土)
昆虫観察会
「昆虫ライトトラップ」

氷ノ山自然ふれあい館響の
森

鳥取県八頭郡若桜町
響の森周辺

氷ノ山後山那岐
山国定公園 専門家と一緒に、夜の響の森周辺の昆虫を探します。 〇 小学生以上 500円 要事前申込

定員20名
氷ノ山自然ふれあい館響の森
TEL:0858-82-1620

http://www.hibikinomori.gr.jp/
eventshousaiharu.html

8 8/3(土) ジオパークの星空観望会(夏) 鳥取県立山陰海岸ジオパー
ク海と大地の自然館

鳥取県岩美郡岩美町牧谷
鳥取県立山陰海岸ジオパーク海と
大地の自然館

山陰海岸国立公
園 夏の星座や、土星と木星を観察します。 一般 無料 　

鳥取県立山陰海岸ジオパーク
海と大地の自然館
TEL:0857-73-1445

https//www.pref.tottori.lg.jp/255369.htm

9 8/4(日)
昆虫観察会
「昆虫観察」

氷ノ山自然ふれあい館響の
森

鳥取県八頭郡若桜町
響の森周辺

氷ノ山後山那岐
山国定公園 専門家と一緒に、響の森周辺の昆虫を探します。 〇 小学生以上 500円 要事前申込

定員20名
氷ノ山自然ふれあい館響の森
TEL:0858-82-1620

http://www.hibikinomori.gr.jp/
eventshousaiharu.html

10 8/4(日)
親子自然研究クラブ
「昆虫標本づくり」

氷ノ山自然ふれあい館響の
森

鳥取県八頭郡若桜町
響の森

氷ノ山後山那岐
山国定公園 講師を招き、昆虫標本づくりを学びます。 〇 小学生親子 無料

(初回登録料800円)
「親子自然研究クラブ」は
初回登録料800円

氷ノ山自然ふれあい館響の森
TEL:0858-82-1620

http://www.hibikinomori.gr.jp/
eventshousaiharu.html

11 8/5(月)
親子でシャワートレッキング in 

わさび谷
氷ノ山自然ふれあい館響の
森

鳥取県八頭郡若桜町
氷ノ山「わさび谷」

氷ノ山後山那岐
山国定公園

沢歩きの入門編。
わさび谷で、ジャブジャブ歩きを楽しみます。

〇 小学生以上 大人2,500円、
小人1,500円

要事前申込
定員15名

氷ノ山自然ふれあい館響の森
TEL:0858-82-1620

http://www.hibikinomori.gr.jp/
eventshousaiharu.html
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12 8/10(土) 氷ノ山の沢で遊ぼう 氷ノ山自然ふれあい館響の
森

鳥取県八頭郡若桜町
氷ノ山周辺

氷ノ山後山那岐
山国定公園

天然のウォータースライダーや、飛び込みで、夏を楽しみ
ます。 〇 小学生以上 500円

定員30名 要申込
こども用ライフジャケット
レンタル別途500円

氷ノ山自然ふれあい館響の森
TEL:0858-82-1620

http://www.hibikinomori.gr.jp/
eventshousaiharu.html

13 8/12(月振) 氷ノ山御来光登山 氷ノ山自然ふれあい館響の
森

鳥取県八頭郡若桜町
氷ノ山周辺

氷ノ山後山那岐
山国定公園

深夜に出発し、日の出を山頂で迎えます。 〇 小学4年生以上 2,500円 要事前申込
定員15名

氷ノ山自然ふれあい館響の森
TEL:0858-82-1620

http://www.hibikinomori.gr.jp/
eventshousaiharu.html

14 8/17(土)
親子でシャワートレッキング in 

わさび谷
氷ノ山自然ふれあい館響の
森

鳥取県八頭郡若桜町
氷ノ山「わさび谷」

氷ノ山後山那岐
山国定公園

沢歩きの入門編。
わさび谷で、ジャブジャブ歩きを楽しみます。 〇 小学生以上

大人2,500円、
小人1,500円

定員15名 要申込
用具レンタル込

氷ノ山自然ふれあい館響の森
TEL:0858-82-1620

http://www.hibikinomori.gr.jp/
eventshousaiharu.html

15 8/17(土) カヌー教室 湯梨浜町中央公民館
大山青年の家及び
大山(赤松の池)

大山隠岐国立公
園

大山の森林での自然体験、および赤松の池でのカヌー体験
を行います。 〇

町内の幼児～中学生の親
子
(幼児は保護者同伴)

700円
湯梨浜町中央公民館羽合分館
TEL:0858-35-5344

https://www.yurihama.jp

16 8/18(日)
シャワークライミング in 諸鹿渓
谷

氷ノ山自然ふれあい館響の
森

鳥取県八頭郡若桜町
「諸鹿渓谷」

氷ノ山後山那岐
山国定公園 氷ノ山の沢で滝登り、スライダー等を楽しみます。 〇 小学4年生以上

大人3,500円、
小人2,500円

(用具レンタル込)

要事前申込
定員15名

氷ノ山自然ふれあい館響の森
TEL:0858-82-1620

http://www.hibikinomori.gr.jp/
eventshousaiharu.html

17 8/20(火)
水本俊也 
星取県で夢の星空撮影に挑戦

氷ノ山自然ふれあい館響の
森

鳥取県八頭郡若桜町
響の森

氷ノ山後山那岐
山国定公園

星空のきれいな氷ノ山で、プロカメラマンと満天の星空を
撮影します。 〇 高校生以上 2,500円

要事前申込
定員8名
一眼レフ レンタル無料

氷ノ山自然ふれあい館響の森
TEL:0858-82-1620

http://www.hibikinomori.gr.jp/
eventshousaiharu.html

島
根
県

1 7/21(日)～8/20(火)
夏の特別展
「危険生物展 ～知らんとやばぁ
いおぞげな生きもんたち」

宍道湖自然館ゴビウス 宍道湖自然館ゴビウス
島根の身近な自然で出合うかもしれない、危険生物をテー
マにした、特別展を開催します。 どなたでも 入館料 ※7/10(水)～9/23(月)に開催 宍道湖自然館ゴビウス

TEL:0853-63-7100
http://www.gobius.jp/

2 7/21(日)～8/20(火)
夏の企画展
「虫採り道具のひみつ」 ホシザキグリーン財団 宍道湖グリーンパーク 虫採り道具のひみつは、昆虫のおもしろさ。

採集道具を紹介します。 どなたでも ※7/10(水)～9/2(月)に開催 宍道湖グリーンパーク
TEL:0853-63-0787

http://www.green-f.or.jp/

3 7/21(日)～8/20(火) 巨大ザリガニハンターは誰だ?！ 宍道湖自然館ゴビウス 宍道湖自然館ゴビウス アメリカザリガニを捕まえて、ゴビウスへ持って行こう！ どなたでも ※7/13(土)～8/30(金)に開催 宍道湖自然館ゴビウス
TEL:0853-63-7100

http://www.gobius.jp/

4 7/21(日)～8/20(火)
ボーっと眺めたら叱られる！
今こそ知りたい月のなぞ 島根県立三瓶自然館 島根県立三瓶自然館 大山隠岐国立公

園
月に関する科学や、月探査などを紹介する企画展。
アポロ15号が持ち帰った、月の石などを展示します。 一般 大人1,000円、

小・中・高生200円 ※7/13(土)～9/29(日)に開催 島根県立三瓶自然館
TEL:0854-86-0500

http://nature-sanbe.jp/sahimel/

5 7/21(日) 夏のバードウォッチング ホシザキグリーン財団 宍道湖グリーンパーク 夏の鳥たちを観察してみましょう。 100円 要事前申込
定員20名(先着)

宍道湖グリーンパーク
TEL:0853-63-0787

http://www.green-f.or.jp/

6 7/28(日)
水生昆虫の王者！
タガメ 宍道湖自然館ゴビウス 宍道湖自然館ゴビウス 日本最大の水生昆虫「タガメ」。

卵や幼虫なども観察します。
100円

(別途入館料)
要事前申込
定員30名(先着)

宍道湖自然館ゴビウス
TEL:0853-63-7100

http://www.gobius.jp/

7 7/28(日) わくわく昆虫観察会 ホシザキグリーン財団 ふるさと尺の内公園 夏の尺の内公園でセミやトンボをとったり、樹液に集まる
虫を観察しよう。

100円 要事前申込
定員20名(先着)

宍道湖グリーンパーク
TEL:0853-63-0787

http://www.green-f.or.jp/

8 8/1(木)～3(土) 浜田広域圏子ども交流事業
浜田広域圏子ども交流事業
実行委員会

浜田市、
江津市

毎年夏休みに行う浜田市、江津市の小学生を対象にした
「子ども交流」のイベントです。
自然を中心に、多くの体験ができます。

〇
浜田市・江津市の小学5・
6年生

5,000円 要事前申込：6/25(火)締切
定員50名(先着)

浜田地区広域行政組合　総務
課総務係
TEL:0855-53-5082

9 8/3(土)～4(日) A Regar Too Nature! 2019
江の川流域・三瓶山エリア
広域観光連携推進協議会

菰沢公園オートキャンプ場 菰沢湖カヌー体験やグランピングの展示、マルシェなど、
食と宿、体験が集まったイベントです。

一般 一部有料 島根県観光振興課　
TEL:0852-22-6914

http://artn.info/index.html

10 8/3(土) 夏の企画展特別イベント
「昆虫を観察しよう！」 ホシザキグリーン財団 宍道湖グリーンパーク 夏の昆虫たちを観察してみませんか。 無料

要事前申込
定員30名(先着)

宍道湖グリーンパーク
TEL:0853-63-0787

http://www.green-f.or.jp/

11 8/3(土) 湊原海岸でキス釣りを楽しもう 浜遊の森の自然を守る会 島根県出雲市
浜遊自然館周辺 自然館周辺の海岸で、キス釣りを楽しみます。 1,000円 定員10名 浜遊自然館

TEL:0853-53-5080

12 8/4(日) 植物の標本づくりに挑戦！ ホシザキグリーン財団 宍道湖グリーンパーク 身近な草花を調べて、観察して標本づくりに挑戦してみま
しょう。 100円

要事前申込
定員20名(先着)

宍道湖グリーンパーク
TEL:0853-63-0787

http://www.green-f.or.jp/

13 8/10(土)～8/14(水) 夏休み天体観察会 島根県立三瓶自然館 島根県立三瓶自然館 大山隠岐国立公
園

大型望遠鏡を使って、三瓶山の夜空に見える天体を観察し
ます。 一般 大人300円、

小中高生100円
島根県立三瓶自然館
TEL:0854-86-0500

http://nature-sanbe.jp/sahimel/

14 8/11(日祝) わくわく昆虫観察会 ホシザキグリーン財団 ふるさと尺の内公園 夏の尺の内公園でセミやトンボをとったり、樹液に集まる
虫を観察しよう。

100円 要事前申込
定員20名(先着)

宍道湖グリーンパーク
TEL:0853-63-0787

http://www.green-f.or.jp/

15 8/18(日)
夏の企画展特別イベント
「昆虫を観察しよう！」 ホシザキグリーン財団 宍道湖グリーンパーク 夏の昆虫たちを観察してみませんか。 無料

要事前申込
定員30名(先着)

宍道湖グリーンパーク
TEL:0853-63-0787

http://www.green-f.or.jp/

16 8/18(日)
身近にいる小さな生き物をつか
まえてボトルアクアリウムを作ろ
う

浜遊の森の自然を守る会 島根県出雲市
浜遊自然館周辺

親水池でメダカやエビをつかまえて、ボトルアクアリウム
を作ります。 小学生以上 500円 定員20名 浜遊自然館

TEL:0853-53-5080

岡
山
県

1 8/10(土)
倉敷みらい公園の生き物しらべ 

2019年夏　
倉敷市立自然史博物館 倉敷市寿町 倉敷みらい公園の生き物とセミの抜け殻について、博物館

職員・同友の会幹事が実物を見ながら解説します。
どなたでも 無料 倉敷市立自然史博物館

TEL:086-425-6037
http://www2.city.kurashiki.okayama.jp/
musnat/event.htm#8gatsu

2 8/18(日) 自然の標本なんでも相談会 倉敷市立自然史博物館 倉敷市中央2-6-1
倉敷市立自然史博物館

自然物の名前調べ、標本の作り方などについて、博物館職
員・他の研究者がアドバイスします。 どなたでも 無料 倉敷市立自然史博物館

TEL:086-425-6037
http://www2.city.kurashiki.okayama.jp/
musnat/event.htm#8gatsu

広
島
県

1 8/4(日) アウトドア料理教室 国民宿舎野呂高原ロッジ 広島県呉市川尻町
野呂山キャンプ場 野呂山自然公園 手軽にうどん作りを行います。 ○ 一般 1,500円

要事前申込：3日前迄に
持ち物：軍手、エプロン
雨天決行

国民宿舎野呂高原ロッジ
TEL:0823-87-2390

http:/www.norosan.or.jp

2 8/18(日) 水中生物観察会 国民宿舎野呂高原ロッジ 広島県呉市川尻町
国民宿舎野呂高原ロッジ周辺 野呂山自然公園 野呂山氷池周辺の水中生物を、網ですくったりして、観察

します。 ○ 一般 300円
要事前申込：3日前迄に
持ち物：虫かご
雨天中止

国民宿舎野呂高原ロッジ
TEL:0823-87-2390

http:/www.norosan.or.jp

山
口
県

1 7/22(月)～23(火)
2019ユネスコ・サマーチャレン
ジスクール 防府ユネスコ協会 国立山口徳地青少年自然の家 自然に親しみ、社会性やたくましい実践力を養うととも

に、国際平和・人類愛について学びます。 ○
防府市内の小学校4～6年
生 5,000円

定員42名
持ち物：水筒・、洗面用
具、軍手、筆記用具、雨カ
ッパ、虫除けスプレー、パ
ジャマ等、着替用下着類、
タオル、医者からもらって
いる薬、懐中電灯、ナップ
サックほか

防府ユネスコ協会事務局
TEL:0835-26-6851
(月・木)

http://www.unesco.co.jp/hofu/

2 8/3(土) 白土サンセットフラフェスタ 西岐波校区コミュニティ推
進協議会

宇部市西岐波白土
白土海水浴場

地域資源の白土海水浴場を活用したイベントとして、開催
します。
昨年は、10団体が市内外から参加しました。

無料
(予定)

定員100名 西岐波ふれあいセンター
TEL:0836-51-9249

3 8/5(月) 水辺の教室 下関市 下関市大字蒲生野字深坂
深坂自然の森

水生生物調査、木や石等を使った工作教室等を通じて、環
境保全に関心を持つ機会を作ります。 市内の小学生 無料

定員30名
汚れてもいい普段着、水
筒、タオル等

下関市環境政策課

4 8/6(火)～8/8(木)
ワイルドにいこうぜ！
夏の子ども村 周南市大田原自然の家 周南市大田原自然の家

小学校中学年対象。
山から切り出した竹での食器作り、火を起こして魚を焼
く、川遊び、キャンプファイヤー等をワイルドに楽しも
う！

○ 小学3～5年生 8,000円 定員40名 周南市大田原自然の家
TEL:0834-89-0461

http://gokan-furusato.org/ootabara/

5 8/11(日祝)～17(土)
のびのびいきいき自然児キャン
プ 周南市大田原自然の家 周南市大田原自然の家、

菅野湖周辺

菅野湖の雄大な自然を舞台に、人と自然と火にゆっくり向
き合う、長期キャンプ。
カヌーの旅、たき火、ダッチオーブン料理、魚釣り等を行
います。

○ 小学5年生～中学生 16,000円 定員16名 周南市大田原自然の家
TEL:0834-89-0461

http://gokan-furusato.org/ootabara/

6 8月下旬 ビオトープ整備と環境学習 周東里山の会
岩国市周東町用田
丸太村隣接山林里山フィールドい
やしの森

荒廃した湿地帯を整備することにより環境整備が図られ、
従来いた動植物が生息できる環境づくりをします。
地域住民等の憩いの場と環境学習の場とするします。

○ 無料
定員20名
作業の出来る服装
長靴が理想

事務局　中原
TEL:0827-84-0971
      090-3172-8573

http://shuto-satoyama.com/

徳
島
県

1 8/11(日祝)
山の観察会
烏帽子山～日ノ出山

徳島県立佐那河内いきもの
ふれあいの里 名東郡佐那河内村ロクロ山 徳島県立東山渓

自然公園 1000ｍ付近の山地の、夏の動物や植物の観察を行います。 ○ 小学4年生以上 無料

徳島県立佐那河内いきものふ
れあいの里ネイチャーセンタ
ー
TEL:088-679-2238

http://www4.tcn.ne.jp/~fureainosato/
index.html

香
川
県

1 7/21(日)～7/31(水) 中国四国の国立公園展 中国四国地方環境事務所 五色台ビジターセンター 瀬戸内海国立公
園

中国四国地方の国立公園を、ARが撮影した写真とパネル
で紹介します。 ○ どなたでも 無料 ※6/20(土)から開催

環境省四国事務所
TEL:087-811-6227

http://www.env.go.jp/park/setonaikai/
index.html

2 7/21(日)～8/20(火) まちかど生き物標本展 香川県 飯山総合学習センター

香川の豊かな自然とその保全について考えるきっかけづく
りとして、身近に生息する「水辺」「草原」「森林」の生
き物の標本展を開催します。
また、日曜日には、昆虫の生態や形の面白さを紹介する
「むしむしクイズ」を開催します。

一般 無料 ※7/9(火)～8/26(月)に開催 香川県みどり保全課　
TEL:087-832-3212

http://sanukimannoupark.jp/

3 7/21(日) 笠岡カブトガニの浜を歩く 高松市ハイキング協会 岡山県笠岡市 ハイキングをします。 会員 高松市ハイキング協会 http://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyokanri/
satoumi/university/index.html

4
7/21(日)～8/20(火)までの土・

日・祝日 自然生態園ガイドウォーク 国営讃岐まんのう公園 香川県仲多度郡まんのう町
国営讃岐まんの
う公園

自然生態園をインタープリターと一緒に楽しく散策するガ
イドツアー！ 一般

無料
(別途入園料・駐車料金)

開催10:30～12:00、13:30～
15:00
当日受付
定員各回30名

自然生態園
TEL:0877-79-1807

www.pref.kagawa.lg.jp/gosho/

5 7/22(月)・25(木)、8/7(水) トンボ学校 王越町共に生きるまちづく
り推進協議会

香川県坂出市
王越宿泊型野外活動施設
交流の里おうごし

のどかな里海、里山に囲まれた王越で、野菜の収穫や自然
観察を行います。 ○ 坂出市内在学の小学生 800～1,400円 定員各回30名

坂出市生涯学習課
TEL:0877-44-5025

6 7/27(土)
蜂蜜絞りと蜜蝋キャンドルづく
り 五色台ビジターセンター 五色台ビジターセンター 瀬戸内海国立公

園
ミツバチの生態と環境、私たちの生活との関わりを学びま
す。 ○

どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

700円/人
要事前申込6/23～
7/13(土)16:00まで
申込多数時は抽選

五色台ビジターセンター
TEL:0877-47-2479

http://goshikivc.jp/

7 7/27(土) 水生生物観察会 高松市環境保全推進課 香川県高松市内の川 自然に直接触れ、生物の多様性や水質保全の重要性につい
て学びます。

小学4年生以上とその保護
者 無料

要事前申込
定員20名(先着)

高松市環境保全推進課
TEL:087-839-2393

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/
kurashi/kurashi/kankyo/kankyo_gakushu/
h29kankyo_gakushu.html

8 7/28(日) ウミホタル観察講座 かがわ里海大学協議会 香川県高松市大的場海岸 瀬戸内海国立公
園

水質の良いところにすむウミホタルの採集・観察を通し
て、里海への関心を深める講座です。

○ 小学生～大人 無料 要事前申込 6/10～7/24

定員40名
香川県環境管理課
TEL:087-832-3220

http://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyokanri/
satoumi/university/index.html

9 7/28(日)
フィールド講座
「夏の昆虫とのふれあい体験」 香川県 公渕森林公園 子どもたちが生き物を実感できる機会として、実際の昆虫

を見て、触れて、体験できる講座を開催します。 一般 無料 香川県みどり保全課　
TEL:087-832-3212

10 7/28(日) さぬきの森ガイドウォーク 国営讃岐まんのう公園 香川県仲多度郡まんのう町 国営讃岐まんの
う公園

さぬきの森をインタープリターと一緒に楽しく散策するガ
イドツアー！ 一般 無料

(別途入園料・駐車料金)

開催10:30～12:00、13:30～
15:00
当日受付
定員各回20名

自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannoupark.jp/

11 7/31(水)、8/1(木) 夏休み親子環境学習講座 香川県 県立図書館 街なか緑化、里海、鎮守の森をテーマに、夏休み期間中に
親子で環境について学習します。 県内の小学生親子 無料 要事前申込 香川県環境政策課 http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/

subsite/gakushu/index.shtml

12 8/1(木)
海の生き物観察講座
「磯の生き物編」 かがわ里海大学協議会 香川県高松市浦生海岸 瀬戸内海国立公

園
海や海辺に暮らす生き物の観察を通して、生物の多様性や
里海への関心を深める講座です。 ○ 小学生～大人 無料 要事前申込 6/17～7/30

定員20名
香川県環境管理課
TEL:087-832-3220

http://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyokanri/
satoumi/university/index.html

13 8/3(土)
ハナバチ・カリバチの家づく
り！ 五色台ビジターセンター 五色台ビジターセンター 瀬戸内海国立公

園 ビオトープの一環として、ハチの家づくりを行います。 ○
どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

200円/人
要事前申込：7/27(土)16:00
まで
申込多数時は抽選

五色台ビジターセンター
TEL:0877-47-2479

http://goshikivc.jp/

14 8/3(土)～8/5(月) アドベンチャー in 五色台 五色台少年自然センター
香川県高松市
五色台少年自然センター、
屋島少年自然の家

瀬戸内海国立公
園

自然の中での体験活動を通じ、自分でやり遂げる力や仲間
と協力することの大切さに気づき、健やかな心身の成長に
つなげます。

○
県内の小学5年～中学3年
生

4,850円 詳細はHP確認 五色台少年自然センター
TEL:087-881-4428

www.pref.kagawa.lg.jp/gosho/

15 8/4(日) かがわ未来へつなぐ環境学習会 香川県 サンメッセ香川 自然や生活に関する環境について、工作やパネル展示など
で体験学習します。 一般 無料 香川県環境政策課 http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/

subsite/gakushu/index.shtml
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http://www.env.go.jp/park/setonaikai/index.html
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http://www.pref.kagawa.lg.jp/gosho/
http://goshikivc.jp/
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http://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyokanri/satoumi/university/index.html
https://sanukimannoupark.jp/
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/gakushu/index.shtml
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyokanri/satoumi/university/index.html
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16 8/4(日)
第12回 屋島南北縦走海の国立公
園を歩こう

NPO法人香川県里山ボラ
ンティアガイド組合ほか 香川県高松市 瀬戸内海国立公

園
やし(84))の日にちなんで、屋島の南嶺、北嶺を縦走しま
す。 ○ 一般 500円 当日7:30に旧屋島ケーブル登

山口駅集合
福光
TEL:090-4505-2908

17 8/4(日) 夏の親子自然観察会 小豆島自然観察会 殿川ダム周辺(殿川ダム下広場)
白いシーツを広げてライトを当て、集まってきた虫を採
集、観察します。 ○

親子、
一般 100円

19:00～21:00

定員30名

18 8/5(月) 伊屋木洞と東山森林公園を歩く 高松市ハイキング協会 高知県安芸市 ハイキングをします。 会員 高松市ハイキング協会

19 8/10(土)～8/15(木) 森へ行こう！ 五色台ビジターセンター 五色台ビジターセンター 瀬戸内海国立公
園 スタッフが案内する、夏の森歩きと自然観察です。 ○

どなたでも
(小学生以下は保護者同伴)

100円/人 要事前申込：前日16:00まで
先着

五色台ビジターセンター
TEL:0877-47-2479

http://goshikivc.jp/

20 8/10(土) 有明浜クリーン作戦 観音寺市社会福祉協議会 琴弾回廊裏海岸
観音寺ボランティア協議会が母体となり、月に1度有明浜
の海岸清掃に取り組んでいます。 一般 無料 詳細はHP参照 観音寺市社会福祉協議会

TEL:0875-25-7773
https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/
21/316.html

21 8/10(土) ウミホタル観察講座 かがわ里海大学協議会 香川県さぬき市津田の松原 瀬戸内海国立公
園

水質の良いところにすむウミホタルの採集・観察を通し
て、里海への関心を深める講座です。

○ 小学生～大人 無料 要事前申込6/10～8/7

定員40名
香川県環境管理課
TEL:087-832-3220

http://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyokanri/
satoumi/university/index.html

22 8/10(土)
プロジェクト・ワイルド自然発
見塾 国営讃岐まんのう公園 香川県仲多度郡まんのう町 国営讃岐まんの

う公園
野生の生きもののくらしを楽しく学ぼう！　　　　　　　　　
　　　　　　　　　 一般 100円

(別途入園料・駐車料金)

開催13:00～14:30
要事前申込：電話
定員30名

自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannoupark.jp/

23 8/11(日祝) 国産と香川県産木材で工作教室 満濃池森林公園　自主事業
促進協議会 満濃池森林公園 国産と県産木材を使って、置時計などの木工作品を作成し

ます(予定)
一般 800円(予定)

公園電話
TEL:0877-57-6520

http://mannou-mori.com

24 8/12(月振) 流れ星を見よう 五色台少年自然センター 香川県高松市
五色台少年自然センター

瀬戸内海国立公
園

最大級の流れ星であるペルセウス座流星群を観測すること
により、流れ星の成り立ちや観測のポイント等を学びま
す。

県内在住者 50円 詳細はHP確認 五色台少年自然センター
TEL:087-881-4428

www.pref.kagawa.lg.jp/gosho/

25 8/18(日) 国分寺から鬼無へ歩く 高松市ハイキング協会 香川県高松市 ハイキングをします。 会員 500円＋保険料 高松市ハイキング協会

26 8/18(日) 小豆島の磯の生きもの観察会 小豆島自然観察会 小豆島町池田
白浜

磯の生きものの生息状況を調査することを目的とします
が、磯の生きものとの触れ合いを楽しんでいます。

親子、
一般 無料 16:30

27 8/20(火)
さかいでっこ探検隊
「親子でカヌー教室」 生涯学習課 香川県坂出市

カヌー研修センター
坂出市にはカヌー場があるので、夏休みに、より多くの子
どもたちに体験してほしいです。 親子 無料 ※7/20(土)にも開催

坂出市生涯学習課
TEL:0877-44-5025

愛
媛
県

1 7～8月 蒋淵少年宿泊体験学習事業 蒋淵青少年健全協議会、
蒋淵公民館 蒋淵地区 キャンプ、海水浴を行います。 地区内の児童・生徒 無料 蒋淵公民館

TEL:0895-63-0358

2 7/21(日)～8/4(日) 森に親しむ博物館 愛媛県総合科学博物館 宇和島市立伊達博物館
精巧な植物レプリカを用いて、県下に分布する貴重な植物
を紹介するとともに、愛媛県で見られなくなった昆虫の標
本などを展示します。

○ 一般 無料 ※7/13(土)から開催 学芸課(担当：川又)

TEL:0897-40-4100
https://www.i-kahaku.jp/learn/
index.html#sanka

3 7/24(水)
科学体験教室
「水草で押し葉を作ろう」

愛媛県立衛生環境研究所生
物多様性センター 愛媛県立衛生環境研究所 水中に生息する水草の不思議を学び、押し葉を使って標本

を作ります。
小学校4～6年生とその保
護者

無料
要事前申込
定員6組
詳細はHP参照

生物多様性センター
TEL:089-931-8757(代)

http://www.pref.ehime.jp/h25115/
biodiversity

4 7/25(木) 水と親しむ青空教室 西条市 愛媛県西条市
加茂川トリム公園

水の中にすむ生き物の観察をします。
全国水生生物調査に参加します。

市内在住の小・中学生と
その保護者 無料 詳細はHP参照

西条市環境課
TEL:0897-52-1382

http://www.city.saijo.ehime.jp

5 7/25(木)～26(金) わんぱく広場 玉津公民館 鬼北町
成川渓谷 キャンプ、川遊び、飯盒炊飯を行います。 ○ 地区内の児童・生徒 無料 玉津公民館

TEL:0895-52-1001

6 7/27(土)
虫の時間
「セミ」 まつやま自然ネットワーク 愛媛県松山市まつやまＲe・再来館 昆虫の解説や、虫とりを実施します。 4才～小学3年生とその保

護者 無料
要事前申込
定員7組15人程度
詳細はHP参照

まつやま自然ネットワーク
TEL:089-989-9798

http://matsuyama-s-net.org/

7 7/27(土)・28(日)、8/4(日)
親子自然教室
「昆虫の標本をつくろう」

愛媛県総合科学博物館 博物館周辺、
科学実験室

自分で採集した昆虫を標本にします。 小学生とその保護者 小人300円、
大人150円

学芸課(担当：川又)

TEL:0897-40-4100
https://www.i-kahaku.jp/learn/
index.html#sanka

8 7/29(日) ヤングSSボランティア
石応校区青少年育成協議
会、
石応公民館

石応地区 地区内の清掃活動をします。 一般 無料 石応公民館
TEL:0895-28-0126

9 7/31(水)
自然観察会
「海辺の生き物」 まつやま自然ネットワーク 愛媛県松山市粟井川河口周辺 粟井海岸～粟井川河口付近の動植物を観察します。 小学4年生以上 無料

要事前申込
定員20名程度
詳細はHP参照

まつやま自然ネットワーク
TEL:089-989-9798

http://matsuyama-s-net.org/

10 8/1(木) 夜の海辺の生き物ウオッチング! 愛媛県総合科学博物館 今治市大西町
鴨池海岸

瀬戸内海国立公
園 夜3時間程度、海岸をゆっくり歩きます。 小学生～大人 50円 現地集合 企画普及係(担当：高橋)

TEL:0897-40-4100
https://www.i-kahaku.jp/learn/
index.html#sanka

11 8/2(金)
生物多様性保全事業　
公民館勉強会
「コウモリと星の観察会」

西条市 愛媛県西条市
飯岡公民館 身近な動物であるコウモリと、夏の星の観察をします。 市内在住の小・中学生と

その保護者 無料 詳細はHP参照 西条市環境課
TEL:0897-52-1382

http://www.city.saijo.ehime.jp

12 8/2(金) 夜の虫ウオッチング 愛媛県総合科学博物館 博物館周辺、
第1研修室 夜1時間、散策します。 小学生～大人 50円 企画普及係(担当：高橋)

TEL:0897-40-4100
https://www.i-kahaku.jp/learn/
index.html#sanka

13 8/10(土)～8/20(火) 森に親しむ博物館 愛媛県総合科学博物館 坂の上ミュージアム
精巧な植物レプリカを用いて、県下に分布する貴重な植物
を紹介するとともに、愛媛県で見られなくなった昆虫の標
本などを展示します。

○ 一般 無料 ※9/1(日)まで開催 学芸課(担当：川又)

TEL:0897-40-4100
https://www.i-kahaku.jp/learn/
index.html#sanka

14 8/10（土） 自然観察会
「中山川で川遊び」

愛媛県立衛生環境研究所生
物多様性センター 西条市丹原町 西条市の中山川河川敷で、魚や昆虫など、水辺の生きもの

を観察します。 小学生とその保護者 無料
要事前申込
定員25名程度
詳細はHP参照

生物多様性センター
TEL:089-931-8757(代)

http://www.pref.ehime.jp/h25115/
biodiversity

15 8/15(木) どんぐりこクラブ まつやま自然ネットワーク
愛媛県松山市
松山総合公園 公園内を歩きながら、動植物に親しみます。 0～3歳とその保護者 無料

要事前申込
定員名10組20名程度
詳細はHP参照

まつやま自然ネットワーク
TEL:089-989-9798

http://matsuyama-s-net.org/

16 8/17(土) 夏のブナ林を歩く 愛媛県総合科学博物館 東温市
皿ケ嶺 県立自然公園 約4時間、歩きます。 ○ 小学生～大人 50円 現地集合

学芸課(担当：川又)

TEL:0897-40-4100
https://www.i-kahaku.jp/learn/
index.html#sanka

17 8/20(火)～21(水) 夏休み子どもキャンプ 戸島地区愛護会、
戸島公民館 戸島地区 キャンプ、海水浴を行います。 地区内の児童・生徒 無料 戸島公民館

TEL:0895-64-0026

高
知
県

1 7/30(火)、8/17(土) 大北川で川遊び 大川村ふるさとむら公社 大川村大北川 大川村のきれいな川で、川遊びをします。 ○ 小学生の親子 検討中 Facebookに掲載予定 大川村ふるさとむら公社
TEL:0887-84-2202

https://ja-jp.facebook.com/白滝の
里-270376990058113/

2 8/4(土)～8/8(木)
白滝子ども自然王国
(夏の短期留学)

大川村 高知県土佐郡大川村朝谷26
自然教育センター「白滝」

子ども達に色々な田舎体験や、自然との触れ合いを通じて
「大川村」に親しみ、大川村を体験してもらう事業です。 ○ 小学4～6年生 19,000円 要事前申込

定員30名(先着)

大川村教育委員会
TEL:0887-84-2449
FAX:0887-70-1803

http://www.vill.okawa.kochi.jp/kyouiku/

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

http://goshikivc.jp/
https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/21/316.html
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyokanri/satoumi/university/index.html
https://sanukimannoupark.jp/
http://mannou-mori.com/
http://www.pref.kagawa.lg.jp/gosho/
https://www.i-kahaku.jp/learn/index.html
http://www.pref.ehime.jp/h25115/biodiversity
http://www.city.saijo.ehime.jp/
http://matsuyama-s-net.org/
https://www.i-kahaku.jp/learn/index.html
http://matsuyama-s-net.org/
https://www.i-kahaku.jp/learn/index.html
http://www.city.saijo.ehime.jp/
https://www.i-kahaku.jp/learn/index.html
https://www.i-kahaku.jp/learn/index.html
http://www.pref.ehime.jp/h25115/biodiversity
http://matsuyama-s-net.org/
https://www.i-kahaku.jp/learn/index.html
http://www.vill.okawa.kochi.jp/kyouiku/
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


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/

鹿
児
島
県

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

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/

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/
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/


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/

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/
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