
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

栃
木
県

1 4/15(木)～5/14(金) ふれあいの森無料ミニプログラム 那須平成の森 那須平成の森

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
各回6名
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

https://nasuheisei-f.jp/program/free

2
4/17(土)・18(日)・
24(土)・25(日)

ENJOYクラフト！ 4月 那須高原ビジターセンタ
ー

那須高原ビジターセンター
栃木県産の木材の木片を使って、好き
な形やオブジェを作る積み木クラフト
を行います。

一般 500円
各回10名
詳細はHP参照

那須高原ビジターセンター
TEL:0287-74-2301

https://nasu-vc.jp/

3 4/23(金)～25(日) ネイチャーウオーク大沼公園
日光国立公園
塩原温泉ビジターセンタ
ー

塩原自然研究路、
大沼公園

春一番！
小さな生き物たちが目覚める、雪解け
の森を観察ハイキングします。
2.5時間のショート散策プログラムで
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一般　　　　　　　　
家族連れ

500円

要事前申込
定員各回20名(先着)
詳細はHP参照
※毎月3回開催　　　　　　　
　　　

塩原温泉ビジターセンター
TEL:0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp/vc/

4 4/24(土)
～日差し溢れる早春の候～カタク
リの森歩き 那須平成の森 那須平成の森

雪融けから間もない学びの森で、カタ
クリやショウジョウバカマ等、早春の
植物の花を見つけて歩きます。

一般 3,500円
定員6名(先着)
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

https://nasuheisei-f.jp/archives/3039

5 4/24(土)
親子でチャレンジ！釣った魚を炭
火焼き

たかはらの森管理グルー
プ県民の森管理事務所

矢板市栃木県県民の森
キャンプ場渓流釣り場で魚釣りを体験
し、釣った魚を炭火で焼いて食べま
す。

栃木県在住者 1組2,000円
要事前申込
定員先着6組/25名(先着)

県民の森管理事務所
TEL:0287-43-0479

http://県民の森.tochigi.jp

6 4/24(土)～5/9(日)

「遊歩道の森自然散策」　　　　　　
　　　　　　　　〈芽吹きから新
緑の森散策〉　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　（16
日間連日開催）

日光国立公園
塩原温泉ビジターセンタ
ー

塩原渓谷遊歩道やしおコー
ス、
塩原自然研究路(前山歩道区
間)、
施設周辺の遊歩道

日々芽吹きが進む渓谷を目指し、春の
山野草咲く遊歩道の森へ。
2時間程度のショート散策プログラム
です。　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

一般、
家族連れ(小学生以
上)

300円
要事前申込
定員各回20名(先着)
詳細はHP参照　　　　　　　

塩原温泉ビジターセンター
TEL:0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp/vc/

7 4/25(日) 春の野鳥観察～さえずり散歩～ 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

野鳥の観察を通じて、自然の素晴らし
さを味わいます。

栃木県在住者 無料
要事前申込
定員15名(先着)

県民の森管理事務所
TEL:0287-43-0479

http://県民の森.tochigi.jp

8
4/29(木祝)～5/5(水
祝)

ENJOYクラフト！ GW 那須高原ビジターセンタ
ー

那須高原ビジターセンター 生き物などのイラストを使った、消し
ゴムはんこづくりを行います。

一般 500円
各回10名
詳細はHP参照

那須高原ビジターセンター
TEL:0287-74-2301

https://nasu-vc.jp/

9
5/1(土)・3(月祝)・
5日(水祝)

ゼロから始める！
バードウォッチング

(一財)自然公園財団日光
支部

日光市
湯元、湯ノ湖周辺

バードウォッチング初心者歓迎！
探し方、双眼鏡の使い方、観察ポイン
ト等々のんびりレクチャーします。

小学生以上(15歳未
満は保護者同伴)

1,000円

要事前申込
定員10名(先着)
※空きがあれば当日受付
可

(一財)自然公園財団日光支部 http://nikkoyumoto-vc.com/

10 5/8(土)～5/9(日) ENJOYクラフト！ 5月 那須高原ビジターセンタ
ー

那須高原ビジターセンター
5月末の御神火祭に合わせて、キツネ
のお面をデコレーションする、キツネ
のお面絵付けをします。

一般 500円
各回10名
詳細はHP参照

那須高原ビジターセンター
TEL:0287-74-2301

https://nasu-vc.jp/

11 5/8(土)
ミツモチ山ツツジ巡りトレッキン
グ

たかはらの森管理グルー
プ県民の森管理事務所

矢板市栃木県県民の森
新緑とツツジの時期に、ミツモチ山や
県内でも有数のツツジの群落を目指す
トレッキングです。

栃木県在住者 無料
要事前申込
定員10名(先着)

県民の森管理事務所
TEL:0287-43-0479

http://県民の森.tochigi.jp

12 5/9(日) ネイチャーウオーク土平園地
日光国立公園
塩原温泉ビジターセンタ
ー

土平園地遊歩道山麓 日々芽吹きが進む森で、春を探しなが
らブナの森をさまよいます。

一般 500円
要事前申込
定員15名(先着)
詳細はHP参照　　　　　　　

塩原温泉ビジターセンター
TEL:0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp/vc/

1
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埼
玉
県

1
4/15(木)～5/14(金)
の毎週土･日･祝日

定例自然かんさつ会 埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県
自然学習センター

公園の旬の自然を、自然学習指導員が
ご案内します。
※イベントの内容は予告無く、変更す
る場合があります。

どなたでも(小学生
以下は保護者同伴)

無料

当日受付
定員24名
※通年の毎週土･日･祝日
に開催

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

https://www.saitama-shizen.info/

2
4/15(木)～5/14(金)
の毎週土曜日

しぜん工作教室 埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県
自然学習センター

自然の素材を使った工作教室です。
※イベントの内容は予告無く、変更す
る場合があります。

どなたでも(小学生
以下は保護者同伴)

無料

当日受付
定員12名
※通年の毎週土曜日に開
催

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

https://www.saitama-shizen.info/

3
4/15(木)～5/14(金)
の毎月第3土曜日

生きものいきいき隊 埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県
自然学習センター

生きものたちが住みやすい公園づくり
のための作業です。
※イベントの内容は予告無く、変更す
る場合があります。

中学生以上(中学生
は保護者同伴)

無料

要事前申込：前月の第3
土曜日から電話受付定員
20名(先着)
※通年開催

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

https://www.saitama-shizen.info/

4 4/17(土) 春の岩畳観察会 自然の博物館 秩父郡長瀞町
長瀞駅を起点に、のんびりと春の岩畳
の地形や昆虫、植物を観察しながら博
物館まで歩きます。

小学生以上 300円
要事前申込
定員20名
詳細はHP参照

自然の博物館(自然担当)
TEL:0494-66-0407

https://shizen.spec.ed.jp/

5 4/17(土) 第1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

草加市
柿木田んぼ
(柿木公民館)

柿木田んぼで植物を中心に調査、観察
をします。

一般 無料
要事前申込
定員30名

草加市市民生活部環境課環境
推進係
TEL:048-922-1519

http://www.city.soka.saitama.jp/li/
040/020/010/040/index.html

6 4/18(日)
わくわく野あそび隊
「はじめての木のぼり体験」

指定管理者：(公財)埼玉
県生態系保護協会

荒川大麻生公園
親子対象のイベントです。
自分の手足を使って、みんなで木のぼ
りを楽しみます。

3歳～小学６年生
の親子

300円/人
要事前申込
定員30名
雨天中止

(公財)埼玉県生態系保護協会
TEL:048-645-0570

http://www.eco-saitama.or.jp

7 4/18(日) かわはく研究室
オタマジャクシを観察しよう

埼玉県立川の博物館 荒川情報局

早春に産卵するカエルのオタマジャク
シを観察。
生態や卵の違いなども解説します。
※状況により中止となる場合がありま
す。

子ども
無料 当日参加

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

8 4/25(日)
荒川ゼミナール
高麗川・越辺川を歩く1
～埼玉県内に残る霞堤を訪ねる～

埼玉県立川の博物館
東武東上線坂戸駅集合、
北坂戸駅解散　※予定

高麗川・越辺川流域に残る、霞堤を含
めた旧堤の見学をします。
12Km程度歩きます。
※状況により中止となる場合がありま
す。

一般 300円
要事前申込
定員20名

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

9 4/25(日) 春の自然観察・環境学習会
さいたま市大宮南部浄化
センター、
みぬま見聞館

さいたま市見沼区
みぬま見聞館

春の自然庭園で、生きものビンゴに挑
戦、などをします。

小・中学生とその
保護者

無料
持ち物：デジタルカメラ
(貸出用有）

大宮南部浄化センター
TEL:048-646-6030

https://www.city.saitama.jp/001/009/006/
p006268.html

10
4/29(木祝)、5/4(火
祝)・5(水祝)

みどりの森ガイドウォーク さいたま緑の森博物館
入間市
さいたま緑の森博物館

案内所周辺のみどころを、1時間ほど
ご案内します。
※状況により中止となる場合がありま
す。

一般 無料
当日申込
定員15名

さいたま緑の森博物館
TEL:04-2934-4396

https://saitama-midorinomori.jp/

11
4/29(木祝)～
5/14(金)

令和3年度テーマ展
「天然氷」

埼玉県立川の博物館 第2展示室

天然氷の歴史、県内外における製氷の
様子等、様々な視点から天然氷を取り
上げます。
※状況により中止となる場合がありま
す。

子ども、
一般 無料 ※6/20(日)まで開催

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

12
4/29(木祝)～5/5(水
祝)

ゴールデンウィーク・
新緑オリエンテーリング

埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県
自然学習センター

地図を片手に、公園内を歩きながら、
自然に関するクイズに挑戦します。
※イベントの内容は予告無く、変更す
る場合があります。

どなたでも(小学生
以下は保護者同伴)

無料 当日受付(9:30～15:00)
埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

https://www.saitama-shizen.info/

14 5/3(月祝) 天然氷を切ってみよう！ 埼玉県立川の博物館 ふれあいホール

氷鋸を使って、天然氷を切る体験で
す。
※状況により中止となる場合がありま
す。

子ども、
一般 無料 当日参加

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

2
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15 5/8(土)
エコ・パークボランティア
「ハリエンジュの伐採」

指定管理者：(公財)埼玉
県生態系保護協会

荒川大麻生公園

公園の環境管理作業を行うイベントで
す。
園内で増えている、外来の樹木を伐採
します。

高校生以上(保護者
同伴であれば小･中
学生も可)

無料 要事前申込
荒天中止

(公財)埼玉県生態系保護協会
TEL:048-645-0570

http://www.eco-saitama.or.jp

16 5/8(土)、5/15(土)
野あそび教室
「さがしにいこう みずべの生きも
の」

埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園・埼玉県
自然学習センター

幼児から小学生を対象とした、体験型
のイベントです。
※イベントの内容は予告無く、変更す
る場合があります。　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

幼児～小学3年生と
その保護者

100円/人

前月の第2土曜日から電
話で受付
定員各25名　　　　　　　　
　　　　

埼玉県自然学習センター
TEL:048-593-2891

https://www.saitama-shizen.info/

17 5/9(日) 第2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
柿木田んぼ
(柿木公民館)

柿木田んぼで、この時期に渡ってくる
シギ・チドリ類等の鳥類を中心に調
査、観察をします。

一般 無料
要事前申込
定員30名

草加市市民生活部環境課環境
推進係
TEL:048-922-1519

http://www.city.soka.saitama.jp/li/
040/020/010/040/index.html

18 5/9(日)
食育体験教室
「田んぼでお米を作ろう」

さいたま緑の森博物館 入間市
さいたま緑の森博物館

10月までの全7回で、米作りの過程を
すべて体験できます。
※状況により中止となる場合がありま
す。

一般 無料
要事前申込
定員50名(先着)
要項送付

さいたま緑の森博物館
TEL:04-2934-4396

https://saitama-midorinomori.jp/

19 5/12(水) 浦山ダムと新緑の低山歩き 埼玉県立川の博物館 秩父市荒川上田野他

浦山ダムの内部を見学し、橋立鍾乳洞
など周辺の自然や文化財についても散
策しながら学びます。
5Km程度歩きます。
※状況により中止となる場合がありま
す。

高校生以上 500円
要事前申込
定員20名

埼玉県立川の博物館
TEL:048-581-7333

http://www.river-museum.jp/

20 5/12(水) 緑のカーテン活用講座 白岡市環境課
はぴすしらおか2階会議室3･
4･5

緑のカーテンに関する講座を行い、参
加者にゴーヤの苗を配布します(一世帯
2本)。

一般 無料 詳細はHP参照 白岡市環境課環境保全担当
TEL:0480-92-1111

http://www.city.shiraoka.lg.jp/2530.htm

千
葉

1
4/16(金)･22(木)･
26(月)

ポールで歩こう
NPO法人三和コミュニ
ティセンター運営協議会

千葉県市原市
ポールを使い、正しい姿勢で自然の中
(ゴルフ場)をウォーキングします。 一般 700円/回

要事前申込
定員20名
歩きやすい服装

三和コミュニティセンター
TEL:0436-36-4922

https://www.city.ichihara.chiba.jp/shisetsu/
comyu/sanwa_comu/index.html

2 4/17(土) 手賀の丘探検隊
春のぽかぽかムシ採り大会

千葉県立手賀の丘少年自
然の家

千葉県立手賀の丘少年自然
の家

春にあたたかくなって姿を見せ始め
た、生きものたちを親子で観察しま
す。

親子 100円 要事前申込
定員20名

千葉県立手賀の丘青少年自然
の家
TEL:04-7191-1923

http://www.tega.jp/

3 4/19(月) 南房総ハイキング
NPO法人戸田コミュニ
ティセンター運営協議会

千葉県南房総市
道の駅とみうら枇杷俱楽部から、一筆
書きで10㎞歩き、南房総の自然に親し
もう。

一般 500円 要事前申込
定員：抽選25名

戸田コミュニティセンター
TEL:0436-95-6622

https://www.city.ichihara.chiba.jp/shisetsu/
comyu/shisetu_toda/index.html

4 4/19(月)～5/16(日) Enjoy手賀沼！ 2021
Enjoy手賀沼！実行委員
会

手賀沼親水広場
手賀沼での遊び、学び、様々な体験を
通じて「ふるさと再発見！」をしてい
ただく催しです。

小･中学生、
一般

無料
2021はオンライン開催を
予定

我孫子市手賀沼課
TEL:04-7185-1484

http://abiko-city.jp/enjoy-teganuma/2021/

5 4/24(土)
春のネイチャーイン
～利根川と布佐の里道を散策しよ
う～

我孫子市環境レンジャー 布佐駅周辺 春の草花、木の実、昆虫、野鳥などの
自然を観察します。

小･中学生、
一般

無料 荒天中止
我孫子市手賀沼課
TEL:04-7185-1484

https://www.city.abiko.chiba.jp/event/
shizennonaka/kankyo_ranger/about.html

6 4/25(日) おみっこキッズ 千葉県立水郷小見川青少
年自然の家

千葉県立水郷小見川青少年
自然の家

幼児向けのイベントです。
所内のフィールドで、自然に親しみ遊
びます。

3歳児～5歳児、
年少～年長
※各回対象は若干
変更

300円 要事前申込
定員40名

千葉県立水郷小見川青少年自
然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/

7 4/29(木祝) 森のアスレチック
千葉県立君津亀山青少年
自然の家

千葉県立君津亀山青少年自
然の家

きみかめの森に、1日限定のアスレチ
ックを開園します。
手作りのブランコや、ターザンロープ
などで遊びます。

どなたでも 500円
千葉県立君津亀山青少年自然
の家
TEL:0439-39-2628

http://kimikame.net/

8 4/29(木祝)
第28回いきいき市原ワンデーマー
チ

市原市 養老渓谷周辺 新緑の養老渓谷で、美しい自然に親し
みながら、ハイキングを楽しみます。

一般
400円、
未就学児100円

市原市スポーツ振興課
TEL:0436-23-9851

3
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千
葉
県

9 5/2(日)
みんなおいでよ！
プラネタリウム

千葉県立手賀の丘少年自
然の家

千葉県立手賀の丘少年自然
の家

季節の星空や星座の物語を、プラネタ
リウムのドームいっぱいに投影し、み
んなで楽しみます。

どなたでも 無料 当日受付
千葉県立手賀の丘青少年自然
の家
TEL:04-7191-1923

http://www.tega.jp/

10 5/5(水祝) プラネタリウム一般公開 千葉県立水郷小見川青少
年自然の家

千葉県立水郷小見川青少年
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。

どなたでも 無料
要事前申込
定員60名

千葉県立水郷小見川青少年自
然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/

11 5/5(水祝) やさしいカヌー基礎編 千葉県立水郷小見川青少
年自然の家

千葉県立水郷小見川青少年
自然の家

カヌーの基礎を、施設内のミニハーバ
ーで学びます。

どなたでも 300円
要事前申込
定員40名

千葉県立水郷小見川青少年自
然の家
TEL:0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/

12 5/5(水祝) 海と森をつなぐみち 千葉県立鴨川青少年自然
の家

鴨川市内浦～勝浦市行川
日蓮聖人にちなんだ寺社の説明をうけ
ながら、海と森をつなぐみちにチャレ
ンジします。

成人 800円
要事前申込
定員20名

千葉県立鴨川青少年自然の家　
TEL:04-7093-1666

http://www.echiba-sports.org/kamo/
index.html

13 5/8(土) 親子で自然にふれよう 市原青少年会館 いちはらクオードの森
森や川辺の動植物を観察し、親子で自
然に親しみます。 小･中学生と保護者 無料 市原市生涯学習課 syougaigakusyuu@city.ichihara.lg.jp

14 5/8(土) てがたん 我孫子市鳥の博物館 博物館及び手賀沼周辺
毎月定例の手賀沼探鳥会です。
今回のテーマは「ツバメの子育て」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/

15 5/8(土)～9(日) わいわい子ども塾
千葉県立手賀の丘少年自
然の家

千葉県立手賀の丘少年自然
の家

年齢の違う仲間同士が助け合いなが
ら、年間を通して自然体験や宿泊体験
を行います。

小学4年生～
中学生

25,000円(全5回分)

要事前申込
定員24名
※通年5回開催(4･6･8･10･
12月)

千葉県立手賀の丘青少年自然
の家
TEL:04-7191-1923

http://www.tega.jp/

16 5/9(日)
森のようちえん
～春の森遊び♪～

千葉県立君津亀山青少年
自然の家

千葉県立君津亀山青少年自
然の家

きみかめの森にはふしぎがいっぱい♪
ぽかぽか春の陽気を感じながら、みん
なでピクニックをしましょう。

未就学児とその保
護者

500円
千葉県立君津亀山青少年自然
の家
TEL:0439-39-2628

http://kimikame.net/

東
京
都

1 4/15(木)～5/14(金)
企画展
「身近な昆虫、ここが面白い！」　瑞穂町郷土資料館 瑞穂町郷土資料館

昆虫の中でも、あまり注目される機会
が少ない種類について、パネル等を使
って説明します。

一般 無料 ※6/20(日)まで開催 瑞穂町郷土資料館
TEL: 042-568-0634

https://www.mizuhokyodo.jp

神
奈
川
県

1 4/23(金)、5/14(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

足柄下郡箱根町
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 無料

雨天中止
※通年毎月第2・4金曜日
に実施

箱根ビジターセンター
TEL:0460-84-9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/teiki.html

2 4/24(土) スミレを探して春の仙石原を歩く

箱根地域自然に親しむ運
動実行委員会
(開催担当：富士箱根伊
豆国立公園管理事務所)

足柄下郡箱根町
山肌萌える春の箱根で、様々な種類の
スミレを探しに、仙石原を歩きません
か。

一般(6歳以上) 100円(保険料)
持ち物：弁当
雨天中止

箱根ビジターセンター
TEL:0460-84-9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/
shitashimuundou.html#

3
4/29(木祝)～5/5(水
祝)

ゴールデンウィーク期間
ビジターセンター活動

箱根自然解説活動連絡協
議会

足柄下郡箱根町
早朝観察会、箱根VC周辺観察会、ク
ラフト教室を期間中毎日開催！

一般
クラフト教室のみ
200円(材料費)

早朝観察会･姥子観察会は
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/event.html

4 4/29(木祝)
くずはの家
春のスペシャル☆グリーンオリエン
テーリング

秦野市環境共生課
くずはの家

秦野市曽屋1138
くずはの広場

くずはの広場内で、グリーンオリエン
テーリングを実施します。 どなたでも 無料 受付9:30～14:00

秦野市くずはの家
TEL:0463-84-7874

http://www.city.hadano.kanagawa.jp

5
4/29(木祝)･
30(金)、5/1(土)

春の鉢物交換会 大和市グリーンアップセ
ンター

大和市グリーンアップセン
ター中庭

持参した鉢植え植物と引き換えに、好
きな鉢植えを選んで持ち帰ることが出
来ます。
持参鉢植えが無くても、募金で参加可
能です。

一般 無料

開催10:00～12:00
荒天中止
鉢植えを事前に持込可
4/13(火)～28(水)
詳細はHP参照

大和市グリーンアップセンタ
ー
TEL:046-263-8711

http://www.yamato-zaidan.or.jp/guc

4
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6 5/1(土)
親子で工作&ノコギリ体験
inこもれびの森

相模原市立環境情報セン
ター

相模原市
こもれびの森
※環境情報センターに集合、
バスで現地に送迎

こもれびの森にて散策、工作、ノコび
きを親子で体験し、自然に親しみま
す。
環境情報センターに集合、バスで現地
に送迎します。

小学1年生以上の
親子

300円 親子15組
相模原市立環境情報センター
tel:042-769-9248

https://www.eic-sagamihara.jp/

7 5/1(土)～5(水祝) ゴールデンウイーク・スタンプラ
リー

秦野市環境共生課
くずはの家

秦野市曽屋1138
くずはの広場

くずはの広場内で、スタンプラリーを
実施します。

どなたでも 無料 受付9:30～14:00
秦野市くずはの家
TEL:0463-84-7874

http://www.city.hadano.kanagawa.jp

8 5/2(日) クレマチスフェア
(公財)相模原市まち・み
どり公社

相模原市
相模原麻溝公園

鉢植えの展示や花苗の販売等を通じ、
約230種8,000株のクレマチスを楽しみ
ます。

一般 無料
相模原麻溝公園管理事務所
TEL:042-777-3451

http://www.sagamiharashi-
machimidori.or.jp/park/asamizo

山
梨
県

1 4/16(金)、5/8(土) 森林セラピー 武田の杜サービスセンタ
ー

武田の杜内
健康の森

森林セラピー基地の認定を受けている
健康の森で、セラピー体験をします。
名物セラピー弁当と名湯！
湯村温泉入浴でトリプルリフレッシ
ュ！

一般 3,000円 定員10名
武田の杜サービスセンター
TEL:055-251-8551

http://y-zouen.jp/takeda/

2 4/17(土)～5/14(金) 野生鳥獣写真展示会 武田の杜サービスセンタ
ー

武田の杜内
鳥獣センター

野生鳥獣写真コンクールで募集した、
写真の展示会を行います。

一般 無料 ※6/20(日)まで開催
鳥獣センター(武田の杜サービ
スセンター)
TEL:055-252-9161

http://y-zouen.jp/takeda/

3 4/29(木祝) 西沢渓谷山開き 山梨市観光協会三富支部
山梨市
西沢渓谷バス停先広場

山登りの安全を祈願し、国内屈指の美
しさを誇る渓谷で、ハイキングを楽し
みます。
※新型コロナウイルス対策のため、関
係者による神事のみ実施します。

一般 無料
山梨市観光課
TEL:0553-22-1111

http://www.yamanashishi-kankou.com

4 5/3(月祝) 山菜を楽しむ会
武田の杜サービスセンタ
ー

武田の杜内
健康の森

山菜について学び、健康の森で山菜採
りを楽しみます。 一般 300円 定員20名 武田の杜サービスセンター

TEL:055-251-8551
http://y-zouen.jp/takeda/
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