
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

群
馬
県

1 4/18(日)
企画展観察会
「まちなか観察会in高崎」 群馬県立自然史博物館 高崎市役所周辺

道ばたや土塁などのすき間に、植物を
観察します。

どなたでも(小学2
年生以下は保護者
同伴)

50円(保険料) 詳細はHP参照 群馬県立自然史博物館
TEL:0274-60-1200

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

2 4/25(日)
企画展観察会
「まちなか観察会in前橋」 群馬県立自然史博物館 前橋公園 道ばたや土塁などのすき間に、植物を

観察します。

どなたでも(小学2
年生以下は保護者
同伴)

50円(保険料) 詳細はHP参照
群馬県立自然史博物館
TEL:0274-60-1200

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

3 4/25(日) 春のﾊﾞｰﾄﾞウォッチング 桐生自然観察の森 桐生自然観察の森
駐車場、園内

自然観察指導員と一緒に、早朝の野鳥
観察を行います。

無料
要事前申込:電話受付
定員20名

桐生自然観察の森
TEL:0277-65-6901

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

4 5/3(月祝)～5(水祝) みんなで春の森を歩こう 桐生自然観察の森 桐生自然観察の森
園内

自然観察指導員が一緒に森を歩きなが
ら、色々な解説をします。

家族単位等 無料 家族等の少人数単位で随
時実施

桐生自然観察の森
TEL:0277-65-6901

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

5 5/9(日)
企画展観察会
「上信電鉄途中下車の旅観察会」

群馬県立自然史博物館 上州富岡駅～下仁田駅 駅や街角などのすき間に、生息する植
物を観察します。

どなたでも(小学2
年生以下は保護者
同伴)

大人1,050円、
小学生550円

詳細はＨＰ参照
群馬県立自然史博物館
TEL:0274-60-1200

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

6 5/9(日) 春のバードウォッチング 桐生自然観察の森 桐生自然観察の森
駐車場、園内

自然観察指導員と一緒に、早朝の野鳥
観察を行います。

無料
要事前申込：電話受付
定員20名

桐生自然観察の森
TEL:0277-65-6901

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

7 5/9(日) 自然観察会と保護活動 群馬県 赤城山麓
林道：赤城白樺線

自生希少種ニホンサクラソウの個体調
査を行い、保護や管理について考えよ
う。

どなたでも 無料 要事前申込 NPO法人群馬県自然保護連盟 http://gunma-shizenhogo.sakura.ne.jp/

長
野
県

1 4/24(土)～5/14(金)
環境省 国立公園アクティブ・レン
ジャー展

環境省信越自然環境事務
所

松本市安曇
上高地インフォメーション
センター２階

環境省アクティブ・レンジャー撮影
の、国立公園の写真展示を行います。

一般 無料 ※5/23(日)まで開催 上高地管理官事務所
TEL:0263-95-2032

http://chubu.env.go.jp/shinetsu/

2
5/1(土)～14(金) ※予
定　

上高地ガイドウォーク 上高地ビジターセンター 松本市安曇
上高地

毎朝、自然観察のガイドウォークを開
催します。

一般 500円 ※11/3(水祝)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 5/2(日) およりての森自然観察会
およりての森　
森林アドバイザー

下伊那郡松川町大島　
およりての森

およりての森を散策しながら、自然と
ふれあいます。 一般 無料

歩きやすい服装
申込不要

松川町役場産業観光課農林係
TEL:0265-36-7027

https://www.town.matsukawa.lg.jp/
soshikikarasagasu/sangyokankoka/
norinkakari/1/1/1298.html

富
山
県

1 4/18(日) ネイチャーﾋﾞﾝｺﾞで里山散歩 ねいの里 ねいの里
春の息吹を感じながら、自然の中での
ビンゴゲームや山菜天ぷらを楽しみま
す。

一般 100円 定員30名 ねいの里
TEL:076-469-5252

http://www.toyamap.or.jp/shizen/index.html

2 4/20(火) 令和3年度 緑化用苗木の無償配布 魚津市緑化推進委員会 魚津市役所前公園
緑化木(ドウダンツツジ)と季節の花苗
を、各200本配布します。

一般 無料
魚津市農林水産課
TEL:0765-23-1036

http://www.city.uozu.toyama.jp

3 4/25(日) 里山を歩く
宮島峡

富山県ナチュラリスト協
会

小矢部市宮島峡周辺
里山の渓谷を歩き、豊かな植生、鳥の
さえずりなどの、春の息吹を見つけよ
う。

一般 無料 持ち物：昼食、マスク
申込不要

富山県ナチュラリスト協会事
務局
TEL:076-491-2540

https：//natura-toyama.netlify.app/

4 5/3(月祝)
自然観察会ヘルシーウォーキング
(ノルディック)

太閤山ランド ガイドボ
ランティア

太閤山ランド
園内一円

園内３㎞の道のりをノルディックポー
ルを使用して、歩きながら新緑を楽し
みます。

どなたでも 500円 要事前申込
定員20名

太閤山ランド
TEL:0766-56-6116

http://www.toyamap.or.jp/taikou-land/

5 5/3(月祝)･5(水祝) タケノコ堀り体験 立山自然ふれあい館
中新川郡立山町四谷尾177
立山自然ふれあい館

里山の竹林にて、家族でタケノコ堀り
を楽しめます。
１家族２本お持ち帰りできます。

家族 2,000円/家族
開催10:00～12:00
要事前申込
定員10組/日

立山自然ふれあい館
TEL:076-462-8555

(昆虫王国立山/立山自然ふれあい館)
http://www.tateyamashizen.net/
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6 5/5(日) ちびっこ自然体験 ねいの里 ねいの里
園内で春に見られる生物を観察した
り、触ったりしてもらいます。 幼児等 無料 定員20名 ねいの里

TEL:076-469-5252
http://www.toyamap.or.jp/shizen/index.html

石
川

1 4/15(木)～5/14(金)
企画展
「能登七尾名所案内
　～紹介された里山里海～」

のと里山里海ミュージア
ム

のと里山里海ミュージアム
企画展示室

江戸から昭和初期の、絵や紀行文など
に登場する、七尾の名所を紹介しま
す。

一般 無料
毎週火曜日休館(祝日は開
館)
※5/17(月)まで開催

のと里山里海ミュージアム　　　
　　　　
TEL:0767‐57‐5100

http://noto-museum.jp

2 4/16(金)～18(日) 柳田植物公園花回廊 花回廊実行委員会 柳田植物公園

桜のライトアップに加え、流派を超え
た大型生花の野外展示、生け花体験、
花市、クラフトマーケットも同時開催
します。

一般 無料
柳田植物公園
TEL:0768-76-1680

https://www.yanagida-flower

3 4/17(土) 夕日寺里山楽習塾
「春の里山探鳥会」

(公社)いしかわ環境パー
トナーシップ県民会議

金沢市
夕日寺健民自然園

夕日寺自然園の林内は春、真っ盛り。
恋の季節を迎えた鳥たちの 「さえず
り」 を聞き分けてみませんか。

子ども、
親子、
大人
(幼児不可)　　

無料

開催9:00～11:00
コロナ禍で
(室内)定員10名程度
(野外)定員15名程度

夕日寺健民自然園
TEL&FAX:076-251-7554

http://www.yuhidera.jp/

5 4/17(土) 土曜日の研究室
押し花レジンストラップ

加賀市鴨池観察館 加賀市片野町
加賀市鴨池観察館

春の花を急速押し花にして、レジンで
封入します。

どなたでも

300円
(別途入館料)
（高校生以下入館無
料）

10:00～･13:00～･15:00～
(1回1時間)
要事前申込
定員3組( 1組4名まで)

鴨池観察館
TEL:0761-72-2200

http://www.kagashi-ss.co.jp/kamoike/

6 4/17(土) 木の枝ぱちんこ作り (株)岸グリーンサービス
白山市
白山ろくテーマパーク
河合・下野園地周辺

木の枝を使用して、ゴムぱちんこを作
ります。
輪ゴムに玉を引っかけ、グッっとひっ
ぱって...。

親子、
小学生(小学生は保
護者同伴)

400円/人 雨天中止
白山ろくテーマパーク公園セ
ンター
TEL:076-272-3637

http://hakusanpark.com/

7 4/21(水) 春の里山ハイキング (株)岸グリーンサービス
白山市
白山ろくテーマパーク
吉岡園地周辺

白山市河内の里山タテウラ山の、なだ
らかな尾根を歩きます。
春の一時だけに咲くかわいい花や、ギ
フチョウなど春の妖精に会いにいきま

小学3年生以上(小
学生は保護者同伴)

大人1,500円、
高校生以下1,000円

持ち物：飲み物、弁当、
雨具、敷物
動きやすい服装で

白山ろくテーマパーク公園セ
ンター
TEL:076-272-3637

http://hakusanpark.com/

8 4/24(土)
地域学講座
「Satoを歩こう！
　-能登国分寺跡周辺-」

のと里山里海ミュージア
ム

七尾市国分町内
能登国分寺の歴史や特徴を紹介しなが
ら、周辺の史跡や歴史的建造物を巡り
ます。

一般 200円
のと里山里海ミュージアム　　　
　　　　
TEL:0767‐57‐5100

http://noto-museum.jp

9 4/25(日) 片野海岸ビーチコーミング 加賀市鴨池観察館 加賀市片野町
片野海岸駐車場

片野海岸を歩いて、貝や漂流物を探し
てみましょう。
ときにはびっくりするものも？

どなたでも

300円
(別途入館料)
(高校生以下入館無
料)

開催9:00～10:30
要事前申込
定員10名
荒天中止

鴨池観察館
TEL:0761-72-2200

http://www.kagashi-ss.co.jp/kamoike/

10 4/24(土) ファミリーチャレンジ
春の山菜・里菜ツアー！

石川県立白山青年の家 白山市
石川県立白山青年の家

山菜・里菜とりと野外料理に、家族で
一緒にチャレンジしよう！

小中学生を含む家
族

1,000円
要事前申込:電話で
定員80名(先着)

石川県立白山青年の家
TEL:076-272-3695

http://www.hakusanseinen.jp/

11
4/24(土)･25(日)･
29(木祝)

ヤドカリ学級
海辺のウオークガイド
「磯でヤドカリをつかまえよ
う！」

のと海洋ふれあいセンタ
―

鳳珠郡能登町字越坂
ヤドカリの仲間が、たくさん見られる
季節となりました。
その行動などを観察します。

家族、
5名程度のグループ
(6才以上)

無料
(高校生以上入館料
要210円)

1日2組 のと海洋ふれあいセンター
TEL:0768-74-1919

http://notomarine.jp/

12 4/24(土)･25(日) ファミリーチャレンジ
親子春物語

石川県立鹿島少年自然の
家

鹿島郡中能登町
石川県立鹿島少年自然の家

碁石の山の中へ家族で入って、山菜取
りを楽しもう！

小中学生を含む家
族、
グループ

4,100円
要事前申込:電話で
定員80名(先着)

石川県立鹿島少年自然の家
TEL:0767-77-2200

http://www.ishikawa-shizen.jp/kashima/
top.html

13 4/24(土)～25(日)
ファミリーチャレンジ
エンジョイ家族
春のキャンプ

石川県立白山ろく少年自
然の家

白山市
石川県立白山ろく少年自然
の家

家族でテント泊にチャレンジ！
新緑の春山を散策しよう！

小中学生を含む家
族

3,500円
要事前申込:電話で
定員40名(先着)

石川県立白山ろく少年自然の
家
TEL:076-256-7114

http://www.hakusan6.com/

14 4/25(日) 森林セラピーアクト
植物観察コースガイドウォーク

石川県森林公園
河北郡津幡町
石川県森林公園内旧森林公
園事務所

遊歩道を歩きながら、公園職員が植物
の解説を行います。

小学生以上 無料

開催10:00-12:00
要事前予約
定員20名
歩きやすい服装で

インフォメーションセンター
TEL:076-288-6449

http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/

15 4/25(日)
夕日寺里山楽習塾
「晩春の里山探訪
　～新緑の息吹」

(公社)いしかわ環境パー
トナーシップ県民会議

金沢市
夕日寺健民自然園

自然園の森は新緑の息吹が感じられる
頃。
緑まばゆい中、初夏を迎える生き物た
ちの暮らしぶりを見てみよう。

子ども、
親子、
大人
(幼児不可)　　

無料

開催10:00～12:00
コロナ禍で
(室内)定員10名程度
(野外)定員15名程度

夕日寺健民自然園
TEL&FAX:076-251-7554

http://www.yuhidera.jp/

16 4/29(木祝)
ファミリーチャレンジ
海で遊ぼうPart１

石川県立能登少年自然の
家

鳳珠郡能登町
石川県立能登少年自然の家

春の海を満喫！
大型カヌーで親子で漕ぎ出そう！！

小中学生を含む家
族

800円程度
要事前申込:電話で
定員90名(先着)

石川県立能登少年自然の家
TEL:0768-72-2200

http://www.ishikawa-shizen.jp/noto/top.html
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川
県

17
4/29((木祝)～5/5(水
祝)

Spring event
中宮展示館　早春days

石川県白山自然保護セン
ター

白山市中宮
中宮展示館

白山自然ガイドボランティアや職員
が、早春の蛇谷自然観察路を案内しま
す。

一般 無料
事前申込不要
(10名以上は要事前申込)

中宮展示館
TEL:076-256-7111

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

18 5/1(土)～5/14(金) カメラで虫撮りと鴨池たんぼみち 加賀市鴨池観察館 加賀市片野町
加賀市鴨池観察館

観察館前のたんぼで見つけた、いきも
のをカメラで撮ろう。
撮った写真は、館内のいきものマップ
にはります。

どなたでも
入館料
(高校生以下無料)

受付随時16:00まで
持ち物:カメラ(貸出あり)
荒天中止
※8/31(火)まで開催

鴨池観察館
TEL:0761-72-2200

http://www.kagashi-ss.co.jp/kamoike/

19
5/1(土)～5(火)･
8(土)･9(日)

ヤドカリ学級
海のウォークガイド
「磯でアメフラシをみつけよ
う！」

のと海洋ふれあいセンタ
―

鳳珠郡能登町字越坂
磯には大きく成長したアメフラシが見
つかります。
その体の特徴などを解説します。

家族、
5名程度のグループ
(6才以上)

無料
(高校生以上入館料
要210円)

2組/日 のと海洋ふれあいセンター
TEL:0768-74-1919

http://notomarine.jp/

20
5/1(土)～5(水祝)･
8(土)･9(日)

市ノ瀬ガイドウォーク 石川県白山自然保護セン
ター

白山市白峰(市ノ瀬)
市ノ瀬ビジターセンター

白山自然ガイドボランティアや職員
が、市ノ瀬園地の自然を案内します。

一般 無料
事前申込不要
(10名以上は要事前申込)

市ノ瀬ビジターセンター
TEL:076-259-2504

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

21 5/2(日) 春の原生林探訪 石川県県民の森 加賀市
石川県県民の森

県民の森の最奥の、シャクナゲ・ブナ
の原生林を探索します。

一般
※健脚な方

1,000円 定員30名 県民の森事務所
TEL:0761-78-3883

https://kenminmori.jp/

22 5/3(月祝) ※予定 のとキリシマをめぐるウォーキン
グ

珠洲ウォーキング協会 珠洲市正院町地内

のとキリシマツツジを巡りながら、ウ
ォーキングします。
※現時点で開催するかは未定(コロナウ
イルスの状況次第)

一般 300円 珠洲市観光交流課
TEL:0768-82-7776

kankou@city.suzu.lg.jp

23 5/8(土) 里山自然学校 能美の里山ファン倶楽部 虚空蔵山
木登りや枝のブランコで遊んだり、植
物の観察をしたり、身近な森で遊ぼ
う。

小学生 3,000円 能美の里山ファン倶楽部
TEL:0761-51-2308

http://nominosatoyama.com/index.html

24 5/8(土) 白山麓の歴史探訪 白山ろく民俗資料館 白山市桑島
小原山地内

トシさん(タカ＆トシ)のルーツである
小原山の出作り跡地を探訪し、住時の
山麓の暮らしにふれます。

一般 300円 歩きやすい服装
白山ろく民俗資料館
TEL:076-259-2665

http://www.pref.ishikawa.jp/
hakusanminzoku/

25 5/8(土)･9(日) 中宮ガイドウォーク 石川県白山自然保護セン
ター

白山市中宮
中宮展示館

白山自然ガイドボランティアや職員
が、中宮の自然を案内します。

一般 無料
事前申込不要
(10名以上は要事前申込)

中宮展示館
TEL:076-256-7111

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

26 5/8(土)･9(日)
オールシーズンチャレンジ
変身！碁レンジャー
春風を感じて

石川県立鹿島少年自然の
家

鹿島郡中能登町
石川県立鹿島少年自然の家

サツマイモ苗植え、アウトドアゲー
ム、野外炊さんを仲間とともに楽しも
う！

小学4～6年 4,100円
要事前申込:電話で～4/28
定員50名

石川県立鹿島少年自然の家
TEL:0767-77-2200

http://www.ishikawa-shizen.jp/kashima/
top.html

27 5/9(日) ツリークライミング体験 石川県森林公園
河北郡津幡町
石川県森林公園内旧森林公
園事務所

専門の器具を使い、木に登ります。
普段は見られない風景、達成感を味わ
えます。

小学生以上 無料

①10:00～12:00、②13:00
～15:00
要事前申込
定員各回10名

インフォメーションセンター
TEL:076-288-6449

http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/

28 5/9(日) 鴨池たんぼクラブ
田植えしよっさ

鴨池観察館友の会 加賀市片野町
加賀市鴨池観察館

江戸時代からつづく鴨池のたんぼで、
田植えをしませんか。

どなたでも
入館料
(高校生以下無料)

開催9:30～11:00
要事前申込
定員10名
荒天中止

鴨池観察館
TEL:0761-72-2200

http://www.kagashi-ss.co.jp/kamoike/

29 5/12(水) 森づくり活動 能美の里山ファン倶楽部 虚空蔵山 散策路の整備を行います。 どなたでも 無料
能美の里山ファン倶楽部
TEL:0761-51-2308

http://nominosatoyama.com/index.html

30 5/12(水) ノルディック・ウォーク体験 石川県森林公園
河北郡津幡町
石川県森林公園内旧森林公
園事務所

専用のポールを使い、安全かつ健康的
に園内を散策します。

一般 500円

開催10:00-12:00
要事前申込
定員20名
歩きやすい服装で

インフォメーションセンター
TEL:076-288-6449

http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/

31 未定 春の植物観察会
石川県農林総合研究セン
ター 林業試験場

白山市三宮町
林業試験場樹木公園

緑と自然に親しみ、森林への理解を深
めることを目的に、植物観察会を開催
します。

一般 無料
要事前申込:電話で
定員15名(先着)

林業試験場
TEL:076-272-0673

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

3 4/17(土)、5/22(土) 野鳥・野生動物の調査体験 福井市自然史博物館 足羽山
足羽山に自動撮影カメラを仕掛けて、
野鳥や野生動物の種類や行動を調べま
す。

両日参加可能な小
学5年生以上
(小学生は保護者同
伴)

無料
要事前申込
定員5名
詳細はHP参照

福井市自然史博物館
TEL:0776-35-2844 

　http://
www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp/
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福
井
県

4 4/23(金)～5/14(金) 自然観察の森の生きものたち 福井県自然保護センター 福井県自然保護センター
センター周辺の自然観察の森で、見ら
れる生きものの標本や剥製を展示・紹
介します。

一般 無料 ※6/20(日)まで開催 福井県自然保護センター
TEL:0779-67-1655

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

5 4/24(土) 足羽三山バードウォッチング 福井市自然史博物館 兔越山 兔越山で、野鳥を観察します。
小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

無料
要事前申込
定員15名
詳細はHP参照

福井市自然史博物館
TEL:0776-35-2844 

　http://
www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp/

6 4/25(日) 高原×新緑×ノルディックウォーク 奥越高原青少年自然の家 奥越高原青少年自然の家
春の六呂師高原で、ポールを使って快
適にハイキングを楽しみます。
ポールの無料貸し出しあり。

小学生以上 50円(保険料) 詳細はHP参照 奥越高原青少年自然の家
TEL:0779-67-1321

http://info.pref.fukui.jp/syougak/okuetu

7 4/29(木祝) 足羽三山バードウォッチング 福井市自然史博物館 足羽山 足羽山で野鳥を観察します。
小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

無料
要事前申込
定員15名
詳細はHP参照

福井市自然史博物館
TEL:0776-35-2844 

　http://
www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp/

8 4/29(木祝) 三十三間山山開き 若狭町 三十三間山登山道駐車場

県内外の愛好家も多く、福井県を代表
する山のひとつ「三十三間山」で山開
き・祈念登山を実施します。
※新型コロナウイルス感染症の関係で

一般 無料 歩きやすい服装
若狭町観光未来創造課
TEL:0770-45-9111

―

10
5/2(日祝)～5(水
振)･9(日)

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
ガイドと歩きながら、毎回違ったテー
マで、六呂師高原の自然や楽しみ方を
学びます。

一般 無料
福井県自然保護センター
TEL:0779-67-1655

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

11 5/3(月祝) もりのオープンデー 奥越高原青少年自然の家 奥越高原青少年自然の家 当自然の家の、様々な活動プログラム
を体験できます。

一般 無料(一部有料） 詳細はHP参照 奥越高原青少年自然の家
TEL:0779-67-1321

http://info.pref.fukui.jp/syougak/okuetu

12 5/3(月祝) 天文教室「春の星座めぐり」 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

春の夜空に見ることができる星座や天
体を、プラネタリウムで学習した後
に、本物の星空を観望します。

小学４年生以上 無料
要事前申込
定員30名

福井県自然保護センター
TEL:0779-67-1655

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

13 5/4(火祝)･5(水祝) スポーツフェスタ２０２１ 福井県立芦原青年の家 福井県立芦原青年の家
福井県立芦原青年の家の人気プログラ
ム「カヌー」を中心に、水上スポーツ
を体験します。

親子
500円程度/人
要問合せ

開催12:00～16:00
要事前申込:4/25(日)

福井県立芦原青年の家
TEL:0776-79-1001
FAX:0776-79-1005

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/awara-
seinen/index.html

14 5/5(水祝)
植樹から21年　　　　　　　　　
トリムの森は、今！

福井県自然観察指導員の
会

トリムパークかなづ（あわ
ら市山室）
現地集合第3駐車場

開園から21年経った、トリムパークの
植生と生きものを観察します。

ウォーク出来る方 無料
開催9:00～11:00
申込不要

あわら市エコ市民会議事務局
(あわら市生活環境課内)
TEL:0776-73-8018

15 5/5(水祝) 足羽三山バードウォッチング 福井市自然史博物館 八幡山 八幡山で野鳥を観察します。
小学生以上
(小学生は保護者同
伴)

無料
要事前申込
定員15名
詳細はHP参照

福井市自然史博物館
TEL:0776-35-2844 

　http://
www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp/

16 5/8(土)
春の六呂師高原観察ウォーク 　～
氷河期の生き残り！ミツガシワに
あおう～

福井県自然保護センター 六呂師高原周辺
ミツガシワが群生する妻平湿原を中心
に、六呂師高原に生息する生きものた
ちを観察します。

一般 50円(保険料)
要事前申込
定員30名

福井県自然保護センター
TEL:0779-67-1655

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

17 5/8(土) 谷のブナ林の観察会 わくわく体験学習推進体 福井県勝山市北谷町谷 新緑の谷地区のブナ林を散策します。 一般 調整中
持ち物:弁当、歩きやすい
服装

福井県勝山市ジオパークまち
づくり課
TEL:0779-88-8126

18 5/9(日) 中岳春山登山 奥越高原青少年自然の家 集合：自然の家
登山先：中岳

雪が残る登山道を歩きながら、経ヶ岳
の手前に位置する中岳の登頂を目指し
ます。

小学4年生以上 200円(保険料) 詳細はHP参照 奥越高原青少年自然の家
TEL:0779-67-1321

http://info.pref.fukui.jp/syougak/okuetu

19 5/9(日) バードウィーク探鳥会 at 足羽山 福井市自然史博物館 足羽山
バードウィーク(全国愛鳥週間)にちな
み、足羽山で野鳥を観察します。

どなたでも
(小学生以下は保護
者同伴)

無料
要事前申込
定員50名
詳細はHP参照

福井市自然史博物館
TEL:0776-35-2844 

　http://
www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp/
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