
令和3年度「みどりの月間の集い」実施行事一覧(4/15～5/14）

都道
府県 期日

行事名
主催者 開催場所　　　　　　　　

行事概要
（４０字程度で簡潔に） 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

鳥
取
県

1 4/18(日) 森のようちえん＋(プラス)
氷ノ山自然ふれあい館　
響の森

若桜町内
リクエストに応えて、小学生も参加対
象。
春を迎えた若桜町内の森が会場です。

年少以上の子ども
と家族

大人600円、
子ども300円

要事前申込：3日前まで
定員20名

氷ノ山自然ふれあい館　響の
森
TEL: 0858-82-1620

https://hibikinomori.gr.jp

2 4/25(日)
山城ハイク
～若桜鬼ケ城跡～

氷ノ山自然ふれあい館　
響の森 若桜町　鬼ケ城

若桜の歴史薫る鬼ケ城で、新緑のハイ
キング。
天守からの眺めは爽快！

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

800円
要事前申込：3日前まで
定員：20名

氷ノ山自然ふれあい館　響の
森
TEL: 0858-82-1620

https://hibikinomori.gr.jp

3
4/29(木祝)～5/5(水
祝)

ネイチャーキッズフェスティバル
森の縁日

氷ノ山自然ふれあい館　
響の森

氷ノ山自然ふれあい館　響
の森

木の実や自然の物をつかった手作り縁
日！
楽しいよ。

幼児以上 50円～
氷ノ山自然ふれあい館　響の
森
TEL: 0858-82-1620

https://hibikinomori.gr.jp

4
4/29(木祝)～5/5(水
祝)

ボルダリングに挑戦
氷ノ山自然ふれあい館　
響の森

氷ノ山自然ふれあい館　響
の森 移動ボルダリングがやってきます。 小学生 50円

氷ノ山自然ふれあい館　響の
森
TEL: 0858-82-1620

https://hibikinomori.gr.jp

5 4/29(木祝)･5/1(土) ペットボトルパンを作ろう！
氷ノ山自然ふれあい館　
響の森

氷ノ山自然ふれあい館　響
の森

ペットボトルを使って、パン生地作り
をします。 一般 400円

事前申込優先
定員各日10組
持ち物：500mlペットボ
トル

氷ノ山自然ふれあい館　響の
森
TEL: 0858-82-1620

https://hibikinomori.gr.jp

6 5/2(日)･5/3(月祝) THE 丸太切り選手権 氷ノ山自然ふれあい館　
響の森

氷ノ山自然ふれあい館　響
の森

のこぎりで丸、太を早く切った人の勝
ち！

一般 500円
事前申込優先
定員各日10組

氷ノ山自然ふれあい館　響の
森
TEL: 0858-82-1620

https://hibikinomori.gr.jp

7 5/4(火祝)･5(水祝) THE 湯沸かし選手権 氷ノ山自然ふれあい館　
響の森

氷ノ山自然ふれあい館　響
の森

薪集めから始めて、空き缶のお湯を早
く沸かした人の勝ち！

一般 500円
事前申込優先
定員各日10組

氷ノ山自然ふれあい館　響の
森
TEL: 0858-82-1620

https://hibikinomori.gr.jp

8 5/4(火祝) 遠見山登山 遠見山登山馬酔木の会、
丹比地区公民館

遠見山 ハイキングしながら、山の自然とふえ
あいます。

小学4年生以上 無料 ※現時点では予定
八頭町丹比地区公民館
TEL:0858-84-1251

9 5/8(土)･9(日) エンジョイカヌー 鳥取県立大山青年の家 赤松の池 赤松の池でカヌー操作を学びながら、
豊かな自然を満喫します。

小学生以上とその
保護者

800円
鳥取県立大山青年の家
TEL:0859-53-8030

https://www.pref.tottori.ls.jp/daisenseinen/

10 5/9(日) スペシャル観察会
野鳥観察

氷ノ山自然ふれあい館　
響の森

氷ノ山自然ふれあい館　響
の森

氷ノ山にやってきた夏鳥を観察しよ
う！

一般
(小中学生は保護者
同伴)

300円
要事前申込：3日前まで
定員20名

氷ノ山自然ふれあい館　響の
森
TEL: 0858-82-1620

https://hibikinomori.gr.jp

1 4/18(日)
大山隠岐国立公園
春の美保関
野鳥観察会

共催：
大山隠岐国立公園松江管
理官事務所、日本野鳥の
会島根県支部

松江市美保関町美保関周辺 春にみられる渡り鳥の観察会を行いま
す。

一般の方（小学4
年生以上）

無料
延期の際の予備日は4/24
（土）

大山隠岐国立公園松江管理官
事務所
0852-21-7626

2 4/18(日)
ふるさと尺の内公園自然観察会
尺の内公園
春の植物さんぽ

(公財)ホシザキグリーン
財団

ふるさと尺の内公園

季節の植物や在来植物を植栽している
公園のことなどを、散歩しながらお話
しします。
気軽にご参加ください。

どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

100円
要事前申込：2週間前か
ら
定員10名

宍道湖グリーンパーク
TEL:0853-63-0787

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

3 4/18(日)
さんべの森たんけんたい
～春の森であそぼう～ 島根県立三瓶自然館 三瓶山

飯ごう炊さんでおにぎり弁当をつく
り、春の三瓶山を散策します。 親子

大人300円、
小人100円

三瓶自然館
TEL:0854-86-0500

https://www.nature-sanbe.jp/sahimel/
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島
根
県

4 4/24(土) 西ノ島自然観察会
共催：
隠岐管理官事務所、
西ノ島町教育委員会

西ノ島町高崎山、
国賀海岸

高崎山と国賀海岸をハイキングし、春
の草花を観察します。 山陰在住の方 24円 雨天延期5/8(土)

環境省中国四国地方環境事務
所大山隠岐国立公園管理事務
所隠岐管理官事務所
TEL:090-5692-5717

https://www.env.go.jp/park/daisen/

5 4/25(日)
宍道湖グリーンパーク自然観察会
春だよ！草花を観察してあそぼ
う！

(公財)ホシザキグリーン
財団

宍道湖グリーンパーク

春はいろいろな植物が花をさかせる季
節。
草花を使ったいろいろな遊びを楽しみ
ながら、植物たちのふしぎを発見しま
しょう。

どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

100円
要事前申込：2週間前か
ら
定員10名

宍道湖グリーンパーク
TEL:0853-63-0787

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

6 4/25(日)
ゴビウス生きもの観察会
ゴビウスでオリジナル図鑑をつく
ろう！

島根県立宍道湖自然館ゴ
ビウス
指定管理者：(公財)ホシ
ザキグリーン財団

島根県立宍道湖自然館ゴビ
ウス

ゴビウスにはどんな生きものがいるか
な？
お気に入りの生きものを探して、描い
て、自分だけのオリジナル図鑑をつく
ろう！

どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

100円
(別途要入館料)

要事前申込：2週間前か
ら
定員30名

島根県立宍道湖自然館ゴビウ
ス
TEL:0853-63-7100

https://www.gobius.jp

7 5/9(日)
バードウオッチング講座
さえずりから識別
基本10種編

島根県立三瓶自然館 三瓶山
三瓶山に多い10種程度の野鳥を、さえ
ずりで識別できることを目指す、体験
型講座です。

一般 100円 三瓶自然館
TEL:0854-86-0500

https://www.nature-sanbe.jp/sahimel/

岡
山
県

1 4/25(日) 里山公園トレッキングと桜 みまさか市観光ボランテ
ィアガイドの会

美作市
ハイキングしながら、里山公園内の自
然とのふれあい及び桜の観賞を行いま
す。

一般 200円(保険料) 詳細はHP参照
みまさか市観光ボランティア
ガイドの会
TEL:0868-72-4966

http://www.city.mimasaka.lg.jp/kanko/event/
all/index.html

1 4/17(土) てくてくまち歩き
「インスタ映えの丸尾崎灯台」

宇部市ふるさとコンパニ
オンの会

旧丸尾漁港
法秀様、弘済寺、丸尾崎波止場、恵比
寿社、越荷会所、三神社などを巡りま
す。

どなたでも 無料
定員20名
持ち物：歩きやすい服
装、水筒

宇部市観光・グローバル推進
課
TEL:0836-34-8353

https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kyouyou/
kankou/support/1003888.html

2 4/18(日) 第2回みさかEボートスクール みさかの森自然学校
アクトビレッジおの
(深坂自然の森)

10人乗りのEボートの体験会を行いま
す。

小学生以上～一般
(小学2年生以下は
保護者同伴)

980円
定員20名
詳細はHP参照

下関市深坂自然の森
TEL:083-259-8555

https://misakanaturalforest.com/

3 4/18(日)
大地を耕し作物をつくる家族のつ
どい
(8回シリーズ)

周南市大田原自然の家 周南市大田原自然の家
家族農園で野菜作り。
田植えや稲刈り、野外炊事等食育体験
の活動も行います。

5歳～小学生の子
どもを含む家族

小学生以上650円、
幼児550円、
年会費3,000円/家族

定員7家族
詳細はHP参照

周南市大田原自然の家
TEL:0834-89-0461

http://www.city.shunan.yamaguchi.jp/
ootabara/

4 4/24(土) 昆虫クラブ
クラブ活動

岩国市科学センター

岩国市科学センター2階講座
室
2回目以降は屋外(長山公園
ほかを予定)

チョウやトンボを中心に、採集と標本
づくりを学びます。
採集標本セットは、クラブで申込みで
きます。

昆虫クラブ指導員
とクラブ員
(小学3～6年生)

無料
(実費自己負担)

定員15名
持ち物：水筒、筆記用
具、帽子など　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　雨天

岩国市科学センター
TEL:0827-22-0122
FAX:0827-22-3922

http://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/58/

5 4/24(土)
植物クラブ
クラブ活動 岩国市科学センター 岩国市民文化会館第2研修室

植物採集を中心に、分類や標本づくり
を学びます。科学センターや城山(横
山)などで活動をします。
初回は今年度の活動計画の紹介、採集
の仕方と標本の作り方の説明、科学セ
ンター周辺の植物観察と採集を行いま
す。

植物クラブ指導員
とクラブ員
(小学3～6年生)

無料
定員15名
持ち物：水筒、筆記用
具、帽子など

岩国市科学センター
TEL:0827-22-0122
FAX:0827-22-3922

http://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/58/

6 4/24(土)～25(日) キャンプはじめのだい一歩 周南市大田原自然の家 周南市大田原自然の家

アウトドアデビューしたい家族に、自
然の家がテント設営から焚火、料理等
のノウハウや、楽しむ場を提供しま
す。

3歳～小学生の子
どもを含む家族

小学生以上2,500
円、
幼児2,000円
(食費、消耗品費、
保険料等)

定員6家族
詳細はHP参照

周南市大田原自然の家
TEL:0834-89-0461

http://www.city.shunan.yamaguchi.jp/
ootabara/
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山
口
県

7 4/24(土)･25(日) 第40回防府市緑花祭 防府市、
防府市緑化推進委員会

防府市であいの広場
ステージイベント、花のモニュメン
ト、花苗の配布等防府市内の緑化を推
進するためのイベントです。

無料
定員約4,000名
マスク着用等感染防止対
策に御協力ください。

防府市都市計画課
TEL:0835-25-2159

https://www.city.hofu.yamaguchi.jp

8 4/25(日) 銭壺山グリーンハイキング
NPO法人ゆうスポーツ
クラブ

由宇文化スポーツセンター
(略称:ゆうたん)、
由西小学校

2コースから頂上を目指します。 どなたでも可
高校生以上の非会員
は200円

持ち物：弁当、飲み物、
登山に必要なもの
雨天中止

NPO法人ゆうスポーツクラブ
TEL:0827-63-0121

http://yu-sc.jp/

9 4/25(日)
てくてくまち歩き
宇部市制100周年記念
「役場は上宇部からお引越し」

宇部市ふるさとコンパニ
オンの会

集合：琴崎八幡宮バス停
解散：市役所前バス停

琴崎八幡宮から市役所へ、当時のルー
トを歩きます。

どなたでも 無料
定員20名
持ち物：歩きやすい服
装、水筒

宇部市観光・グローバル推進
課
TEL:0836-34-8353

https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kyouyou/
kankou/support/1003888.html

10 4/25(日) フラワーフェスティバル 下関市園芸センター 下関市園芸センター
「植物とのふれあい」をテーマに、イ
ベントを通じて「花・緑」に関心をも
っていただきます。

一般 無料
下関市園芸センター
TEL:083-258-0147

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/
contents/1103098763706/

11 4/25(日) 第21回親子で森のようちえん みさかの森自然学校
アクトビレッジおの
(深坂自然の森)

幼稚園・保育園等に通う園児とその保
護者の自然体験活動を行います。

幼稚園・保育園・
こども園児とその
保護者

980円 詳細はHP参照
下関市深坂自然の森
TEL:083-259-8555

https://misakanaturalforest.com/

12 4/25(日)、5/9(日)
貝クラブ
クラブ活動 岩国市科学センター 大島瀬戸

海や陸地にいる、貝類の種類と生態を
調査します。
ライフジャケットが必要です。
活動場所は海辺です。

貝クラブ指導員と
クラブ員
(小学3～6年生)

無料

定員15名
持ち物：ライフジャケッ
ト、水筒、筆記用具、帽
子など

岩国市科学センター
TEL:0827-22-0122
FAX:0827-22-3922

http://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/58/

13 4/29(木祝) きらら浜自然観察公園春まつり 山口県立きらら浜自然観
察公園

山口県立きらら浜自然観察
公園

工作、バードウォッチング等を行いま
す。

一般
入館料100円
(18歳以下無料)

山口県立きらら浜自然観察公
園
TEL:0836-66-2030

http://kirara-h.com/

14 4/29(木祝) 森と海の小学校 みさかの森自然学校
山口県油谷青少年自然の家
(深坂自然の森)

シーカヤック体験とクラフト作成(ゴム
銃・ジェルキャンドルなど)を行いま
す。

小学生以上～一般
(小学2年生以下は
保護者同伴)

1,600円
定員20名
詳細はHP参照

下関市深坂自然の森
TEL:083-259-8555

https://misakanaturalforest.com/

15 5/1(土)～5(水祝) クイズラリーに挑戦！ 山口県立きらら浜自然観
察公園

山口県立きらら浜自然観察
公園

クイズを解きながら、春の公園をのん
びり楽しく散策します。

一般
入館料200円
(18歳以下無料)

山口県立きらら浜自然観察公
園
TEL:0836-66-2030

http://kirara-h.com/

16 5/3(月祝)･4(火祝) 春のわんぱく村 周南市大田原自然の家 周南市大田原自然の家
春の自然とふれあおう！
山菜手作りピザ、ネイチャークラフト
等を行います。

小学1～6年生
1,000円
(食費、消耗品費、
保険料等)

定員20名
詳細はHP参照

周南市大田原自然の家
TEL:0834-89-0461

http://www.city.shunan.yamaguchi.jp/
ootabara/

17 5/8(土)･9(日) ちいさな森カフェ (一社)もりとわ 国立山口徳地青少年自然の
家

森歩きや山登り、ツリークライミング
など、様々な森林セラピーツアーをご
用意します。

一般（各企画毎に
設定あり）

各企画毎に設定あり
持ち物：マスク、昼食、
飲み物、散策しやすい服
装と靴等

森林セラピー山口
TEL:0535-56-5234

http://www.shinrin-therapy-yamaguchi.jp/

18 5/9(日) カエルが待っている！
秋吉台エコ・ミュージア
ム 秋吉台エコ・ミュージアム

田んぼのビオトープに出かけて、カエ
ルを観察します。 一般 無料

秋吉台エコ・ミュージアム
TEL:08396-2-2622

http://www.c-able.ne.jp/~mitou-14/

1
4/15(木)～5/14(金)
の土･日･祝

自然生態園ガイドウォーク 国営讃岐まんのう公園
国営讃岐まんのう公園
自然生態園

インタープリターと一緒に、楽しく自
然生態園を散策しよう！ 一般

無料
(入園料・駐車料は
別途)

開催10:30～12:00、13:30
～15:00
定員各回10名
※通年の土･日･祝に開催

まんのう公園自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannopark.jp/

2 4/17(土) ドングリランドの森づくり どんぐりネットワーク 香川県立森林公園ドングリ
ランド

竹林の管理のため、間伐と整備を行い
ます。

どなたでも 200円
ドングリランドビジターセン
ター
TEL:087-840-4072

https://www.donguri-net.com/land/

3

http://kirara-h.com/
https://misakanaturalforest.com/
https://sanukimannopark.jp/
https://www.donguri-net.com/land/


香
川
県

3 4/24(土) 親子自然体験教室１
「新緑の五色台を散策しよう！」

五色台少年自然センター 高松市
五色台少年自然センター

新緑の五色台で、自然散策や植物観察
を家族とともに行い、自然に親しみま
す。

小学生とその保護
者、
家族

50円
(保険料)

五色台少年自然センター
TEL:087-881-4428

https://www.pref.kagawa.lg.jp/
goshikidaishonen/goshikidai_shonen/
index.html

4 4/24(土) 春の里山自然観察会 (一財)ことなみ振興公社 仲多度郡まんのう町
春の里山(三頭峠と三頭山)の自然観察
会です。

一般
大人1,500円、
小人500円

(一財)ことなみ振興公社
TEL:0877-56-0001

http://e-mikado.jp/

5 4/25(日) 春の阿讃縦走トレッキング (一財)ことなみ振興公社 仲多度郡まんのう町
阿讃縦走(東山峠～大川山)トレッキン
グです。

一般 大人5,000円
OMUSUBI HIKE (水沼佑太)
TEL:080-4165-9929

http://e-mikado.jp/

6 4/25(日) 満濃池展望遊歩道ガイドウォーク 国営讃岐まんのう公園 国営讃岐まんのう公園
パノラマ展望台

満濃池が一望できる木道デッキで、イ
ンタープリターが満濃池や空海の解説
をします。

一般
無料
(入園料・駐車料は
別途)

開催10:30～12:00、13:30
～15:00
定員各回20名

まんのう公園自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannopark.jp/

7 4/25(日)
さぬきの森
冒険＆遊び広場

国営讃岐まんのう公園 国営讃岐まんのう公園
さぬきの森

親子で、森の中の迷路などで、楽しく
遊ぼう！

小学生以下
(保護者同伴)

100円
(入園料・駐車料は
別途)

開催10:00～12:00、13:00
～15:00

まんのう公園自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannopark.jp/

8 4/25(日) 緑のカーテン育成講習会

香川県、
坂出緩衝緑地管理事務
所、
NPO法人香川のみどり
を育む会

坂出市
坂出緩衝緑地管理事務所

アサガオやゴーヤを窓辺などで育て
て、室内の温度上昇を抑える、緑のカ
ーテンの植え方を教えます。

一般 500円
事前申込
定員15名

坂出緩衝緑地管理事務所
TEL:0877-45-6820

http://bannosu5.com

9 4/29(木祝) 春のネイチャーゲーム 香川県造園事業協同組合 香川県満濃池森林公園 自然の中での遊びを通じて、様々な体
験をします。

一般 無料
公園管理事務所
TEL:0877-57-6520

https://mannou-mori.com

10 5/1(土) 森の探検隊 国営讃岐まんのう公園 国営讃岐まんのう公園
さぬきの森

親子で動植物の観察や森のクイズを解
きながら、森の中を探検します。

小学生
(保護者同伴)

100円
(入園料・駐車料は
別途)

開催13:30～15:30
定員7組

まんのう公園自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannopark.jp/

11 5/2(日)
里山自然観察会
「カエルとメダカのがっこう」

国営讃岐まんのう公園 国営讃岐まんのう公園
自然生態園

カエルとメダカをじっくりと観察しよ
う！

一般
無料
(入園料・駐車料は
別途)

開催13:00～15:00
定員20名

まんのう公園自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannopark.jp/

12 5/3(月祝)
森でリフレッシュ！
ハンモック体験

国営讃岐まんのう公園 国営讃岐まんのう公園
さぬきの森

森の散策とハンモックでリフレッシ
ュ！

小学生以下は保護
者同伴

100円
(入園料・駐車料は
別途)

開催10:30～12:00、13:30
～15:00
定員各回10名

まんのう公園自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannopark.jp/

13 5/5(水祝) さぬきの森ガイドウォーク 国営讃岐まんのう公園 国営讃岐まんのう公園
さぬきの森

新緑がきれいな、普段は入れないエリ
アもご案内します。

一般
無料
(入園料・駐車料は
別途)

開催10:30～12:00、13:30
～15:00
定員各回10名

まんのう公園自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannopark.jp/

14 5/5(水祝)
ネイチャークラフト
「たねと小枝のブローチ」

国営讃岐まんのう公園 国営讃岐まんのう公園
自然生態園

いろいろなタネを組み合わせて、オリ
ジナルのブローチをつくろう。

一般
100円
(入園料・駐車料は
別途)

開催10:30～12:00、13:30
～15:00
定員各回20名

まんのう公園自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannopark.jp/

15 5/8(土) まんのう町歴史探訪 (一財)ことなみ振興公社 仲多度郡まんのう町
まんのう町琴南地区、天川神社周辺の
文化財巡りです。 一般

大人1,200円、
小学生300円

(一財)ことなみ振興公社
TEL:0877-56-0001

http://e-mikado.jp/

16 5/8(土) 春の野鳥観察会 香川県造園事業協同組合 香川県満濃池森林公園
春の園内を散策しながら、野鳥を観察
します。 一般 無料

公園管理事務所
TEL:0877-57-6520

https://mannou-mori.com

17 5/8(土)
夏にむけて「みどりのカーテン」
をつくろう！

香川県 高松市
香川県立図書館

アサガオやゴーヤを窓辺などで育て
て、室内の温度上昇を抑える、緑のカ
ーテンの植え方を教えます。

小学生と保護者 無料
要事前申込
定員20組

香川県立図書館
TEL:087-868-0567

https://www.library.pref.kagawa.lg.jp/

18 5/8(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 国営讃岐まんのう公園
自然生態園

野生の生きものの、くらしを楽しく学
ぼう！

一般
100円
(入園料・駐車料は
別途)

開催13:00～14:30
定員各回20名

まんのう公園自然生態園
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannopark.jp/
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19 5/8(土) ドングリランドの森づくり どんぐりネットワーク 香川県立森林公園ドングリ
ランド

里山林保全のための、森林整備を行い
ます。

どなたでも 200円 定員30名
汚れても良い服装

ドングリランドビジターセン
ター
TEL:087-840-4072

https://www.donguri-net.com/land/

20 5/9(日) 実践アウトドア体験教室 五色台少年自然センター
高松市
五色台少年自然センター

野外体験初心者を対象に、野外炊事や
自然散策などの、野外体験の楽しみ方
をお伝えします。

家族
(グループ)

70円 五色台少年自然センター
TEL:087-881-4428

https://www.pref.kagawa.lg.jp/
goshikidaishonen/goshikidai_shonen/
index.html

21 5/9(日)
春の親子自然観察会
「殿川周辺の自然を探ろう
　～イシガメの生態～」

小豆島自然観察会
土庄町肥土山
殿川周辺

殿川周辺を親子で散策し、香川県準絶
滅危惧種であるイシガメを中心に、春
の動植物を観察します。

4・5歳児～一般
大人200円、
子ども100円

要事前申込
定員親子10組程度
歩きやすい服装

小豆島自然観察会事務局
TEL:0879-62-7013

愛
媛
県

1 5/1(土)
自然観察会
「風薫る野鳥観察」

まつやま自然ネットワー
ク

重信川河川敷
集合場所：南クリーンセン
ター(松山市市坪西町)

日本野鳥の会愛媛 代表 松田久司さん
を講師に迎え、重信川河川敷で見られ
る野鳥を観察します。

小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

無料

バードウィーク関連イベ
ント要事前申込：締切
4/22(木)必着
定員5組10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

2 5/8(土)
第1回自然観察会
「干潟観察会」

西条市 加茂川河口干潟

川と海をつなぐ干潟は、生き物の宝庫
です。
加茂川河口にすむ、干潟の生きものを
観察しましょう。

どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

無料 雨天時延期5/23(日)
西条市
TEL:0897-52-1382

まだなし

3 5/9(日)
世界に1つだけの岩石標本をつくろ
う

愛媛県総合科学博物館 第1研修室
西予市に分布する色々な岩石について
学びながら、岩石を専用シートに貼っ
て岩石標本を作ります。

小学生とその保護
者

50円
要事前申込：締切
4/23(金)
定員12組24名

愛媛県総合科学博物館
TEL:0897-40-4100

https://www.i-kahaku.jp/

高
知
県

1 4/15(木)～5/14(金) 横倉山トレッキングツアー 越知町観光協会
越知町横倉山
※集合：越知町観光協会9:00　

神秘的な山の風景や歴史が残る、横倉
山のトレッキングツアーです。

全行程を完歩出来
る体力のある方
(小学生以下は保護
者同伴)

3時間コース:大人
2,800円
5時間コース:大人
3,800円
(小学生未満は無
料、
小学生は半額、
中学生以上は大人料

要事前申込：2日前まで
詳細は越知町観光協会へ
問合せ
※通年開催

越知町観光協会
TEL:0889-26-1004

http://www.ochi-kankou.jp

2 4/29(木祝)
パークレンジャーが語る！
足摺宇和海国立公園

市、土佐清水ジオパーク
推進協議会

竜串ビジターセンターうみ
のわ

足摺宇和海国立公園の見所、魅力を再
発見することができる、講演会および
フィールドワーク

一般
講演会無料
(フィールドワーク
費用は別途要)

竜串ビジターセンターうみの
わ
TEL:0880-87-9500

https://tosashimizu-geo.jp/uminowa/

5

https://www.donguri-net.com/land/
https://www.pref.kagawa.lg.jp/goshikidaishonen/goshikidai_shonen/index.html
tel:089-989-9798
http://matsuyama-s-net.org/
http://www.ochi-kankou.jp/

