
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

福
岡
県

2 4/21(水)
飯塚市自然体験プログラム
「ぷりぷり・いいねん！」

飯塚市
飯塚市リサイクルプラザ
工房棟　エコ工房

大将陣公園
自然に詳しい「はかせ」達と、いきも
のをさがしたり、工作などを行いま
す。

親子
(未就学児とその
親)

200円/名
(一部、別途材料費)

詳細は電話で問合せ
エコ工房
TEL:0948-22-5679

http://eco-kobo.com

3 4/23(金) 春の自然観察と山登り
(公財)おおのじょう緑の
トラスト協会

牛頸トラストの森
(福岡中央霊園向かい側)

牛頸山（標高448ｍ）を、植物や動物
の専門家と一緒に自然観察しながら登
ります。

市民等 無料

(公財)おおのじょう緑のトラ
スト協会
TEL:092-558-1750
FAX:092-558-1785

http://www.green-onojo.jp/

4 4/29(木祝)
桶ヶ辻急坂登山
芳ヶ谷コース：中級 平尾台自然観察センター

北九州市小倉南区平尾台
1-4-40

芳ヶ谷から急坂を登り雄大な景色を眺
めます

小学4年生以上
(保護者同伴)

無料

要事前申込:4/19締切
定員20名
雨天中止
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

5 5/2(日)
飯塚市自然体験プログラム
「おでかけ・いいねん！」

飯塚市
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
自然に詳しい「はかせ」達と、いきも
のをさがしたり、工作などを行いま
す。

小学生以上
(保護者同伴)

200円/名
(一部、別途材料費)

詳細は電話で問合せ
エコ工房
TEL:0948-22-5679

http://eco-kobo.com

長
崎
県

1 4/17(土)
トビカズラウォーク
～神秘の花を歩いて発見！～

九十九島ビジターセンタ
ー

佐世保市長尾半島 長尾半島に咲くトビカズラを、ビジタ
ーセンタースタッフが解説します。

小学生以上
(小学3年生以下は
保護者同伴)

200円 雨天延期4/18(日)
九十九島ビジターセンター
TEL:0956-28-7919

https://www.kujukushima-visitorcenter.jp/

2 5/2(日)
観察しよう①
科学教室 長崎市科学館

長崎市科学館、
周辺地区

護国神社、科学館周辺を散策しなが
ら、自然(植物、昆虫など)について学
習します。

小学生以上
(小学3年以下は保
護者同伴)

無料
要事前申込：電話、Eメ
ール、葉書で。
定員18組(先着)

長崎市科学館
TEL:095-842-0505

http://www.nagasaki-city.ed.jp/starship/

3 5/4(火祝)
観察しよう②
ミクロの世界を観察しよう
科学教室

長崎市科学館 長崎市科学館

身近な植物を肉眼～虫眼鏡～顕微鏡と
倍率を挙げて観察していくことを通し
て、植物の不思議さ・面白さに触れ、
ひいては自然に対する興味・関心を高
めます。

小学生以上
(小学3年以下は保
護者同伴)

無料
要事前申込：電話、Eメ
ール、葉書で。
定員18組(先着)

長崎市科学館
TEL:095-842-0505

http://www.nagasaki-city.ed.jp/starship/

4
5/8(土) 生物を知ろう

(科学クラブ：年間会員制)
長崎市科学館

長崎市科学館、
周辺地区

科学クラブの活動で、午前は科学館周
辺の自然の観察及び、午後は採集した
もので標本作りをします。
※年間13回の活動で、生物、化学、物
理、地学の各分野を学習します。

小学4年～中学3年 年間活動費：約
3000円

要事前申込：締切
4/28(水)必着
定員24名(申込多数時は抽
選)

長崎市科学館
TEL:095-842-0505

http://www.nagasaki-city.ed.jp/starship/

6 4/25(日) 歩いて行こう！
九十九島探検！！

九十九島ビジターセンタ
ー

佐世保市南九十九島 潮が引いた時間に無人島へ歩いて渡
り、磯観察や植物観察を行います。

小学3年生以上
(小学生は保護者同
伴)

500円 雨天中止
九十九島ビジターセンター
TEL:0956-28-7919

https://www.kujukushima-visitorcenter.jp/

7 5/10(月) 新緑の森を歩こう 日吉自然の家
日吉自然の家、
周辺地区

網場金比羅岳へのハイキングと参加者
との昼食を楽しみ、自然にふれあいま
す。

一般、
長崎市内に住む親
子

500円
要事前申込：往復はがき
及びHPで4/27締切
定員30名

日吉自然の家
TEL:095-824-5017

http://www.nagasaki-city.ed.jp/hiyoshi/
index.html

熊
本
県

1 4/18(日)
玉東フットパス
吉次峠とミカン畑コースを歩く

玉東町教育委員会、
玉東フットパス愛好会 玉東町原倉

香りのよいミカンの花を楽しみなが
ら、金峰山のゆるやかな斜面地を歩き
ます。

一般 1,000円
要事前申込：HPから
定員20名

玉東町教育員会
TEL:0968-85-3609

https://gyokuto-footpath.com

大
分

1 4/25(日) 猪の瀬戸湿原自然観察会
NPO法人猪の瀬戸湿原
保存の会

別府市東山
猪の瀬戸湿原

阿蘇くじゅう国立公園にある湿原で、
自然観察会を開催します。

一般
200円
(保険料等)

当日参加可
10名以上の団体は要事前
申込
詳細はHP参照

NPO法人猪の瀬戸湿原保全の
会(担当：首藤)
TEL:090-2581-7911

http://inoseto-psv.la.coocan.jp/
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分
県

2 5/9(日) 高崎山セラピーロード山開き 大分市 高崎山セラピーロード
大分駅～銭瓶峠間の送迎バスを運行
し、高崎山にてトレッキングを楽しん
でもらいます。

一般 無料
大分市林業水産課
TEL:097-585-6013

https://www.oita-foresttherapy.jp/

鹿
児
島
県

1 4/15(木)～5/5(水祝) 「春の散歩道」開放 鹿児島県立青少年研修セ
ンター

鹿児島県立青少年研修セン
ター

さくらの園等の開放をします。 一般 無料 詳細はHP参照 青少年研修センター
TEL:099-294-2111

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/
seisyouken/index.html

2 4/17(土) たけのこホリデイ②
鹿児島県立青少年研修セ
ンター

鹿児島県立青少年研修セン
ター

たけのこ掘りをして、春の自然に家族
で親しむ活動をします。 家族 50円(保険料)

要事前申込
定員18組

青少年研修センター
TEL:099-294-2111

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/
seisyouken/index.html

3 4/17(土)
スターウォッチング
「春の星空」

鹿児島県立奄美少年自然
の家

鹿児島県立奄美少年自然の
家

望遠鏡を使った星の観測など、春の星
空を学ぶ活動を行います。 一般 無料

要事前申込
定員50名

鹿児島県立奄美少年自然の家
TEL:0997-53-1032

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/amami/
index.html

4 4/17(土)
考古学講座第1回
「太古の森を歩く！森さんぽ」

上野原縄文の森・どんぐ
り倶楽部 上野原縄文の森

7,500年前の縄文時代早期の植生を再
現した森を、木の博士の解説を聞きな
がら、歩きます。

一般 500円
要事前申込
定員30名

上野原縄文の森
TEL:0995-48-5701

https://www.jomon-no-mori.jp/

5 4/17(土)
屋久島感動めぐり
「まるごと屋久島(里編)」

(公財)屋久島環境文化財
団

屋久島全域
島内一周を行いながら、自然観察を行
います。 一般 2,500円 詳細はHP参照

屋久島環境文化研修センター
TEL:0997-46-2900

http://www.yakushima.or.jp/

6 4/17(土)～18(日) チャレンジキャンプ春 鹿児島県立奄美少年自然
の家

鹿児島県立奄美少年自然の
家

奄美の自然や地場産業を生かした、体
験活動を行います。

小学4年生～中学3
年生 1,900円程度

要事前申込
定員20名

鹿児島県立奄美少年自然の家
TEL:0997-53-1032

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/amami/
index.html

7 4/18(日)
トレッキングイベント
栗野岳

霧島市ふるさとガイドク
ラブ

栗野岳枕木階段下 新緑を楽しむトレッキングイベントを
行います。

要電話 1,000円
要事前申込
定員25名

霧島市ふるさとガイドクラブ
事務局
TEL:0995-57-1588

http://kirishimakankou.com/kirishima-guide/
2014/06/

8 4/24(土)
屋久島感動めぐり
「まるごと屋久島(森編)」

(公財)屋久島環境文化財
団

屋久島町ヤクスギランド 屋久杉などの自然観察を行います。 一般 2,500円 詳細はHP参照
屋久島環境文化研修センター
TEL:0997-46-2900

http://www.yakushima.or.jp/

9 4/24(土)～25(日)
霧島さわやかトレッキング
春編

鹿児島県立霧島自然ふれ
あいセンター

ふれあいセンター及び高千
穂河原ビジターセンター周
辺

春のトレッキングを通して、自然の美
しさと登山の楽しさを満喫すると共
に、健康づくりを図ります。

一般 2,200円
定員20組
詳細はHP参照

霧島自然ふれあいセンター
TEL:0995-78-2815

https://ki-fureaicenter.jp/

10 4/25(日) 自然体感ウォーキング 鹿児島県照葉樹の森 肝属郡錦江町田代麓
照葉樹の森

自然体感ウォーキングをします。 小学生以上 無料
要事前申込
定員30名

照葉樹の森管理事務所
TEL:080-6417-6518

http://www.omega.ne.jp/shouyouju/

11 4/29(木祝) みどりの感謝祭 鹿児島県
姶良市北山
県民の森 中央広場

森林散策、森林教室、式典等を行いま
す。

一般 無料
鹿児島市からの無料バス
有(要事前申込)

鹿児島県森づくり推進課
TEL:099-286-3385

http://www.pref.kagoshima.jp

12 4/29(木祝) 2021夏一番海開き in ヨナマビーチ 天城町、
徳之島観光連盟

ヨナマビーチ
・安全祈願祭
・プール、艇庫無料開放　を行いま
す。

一般 無料 詳細はHP参照 天城町役場商工水産観光課
TEL:0997-85-5149

http://www.town.amagi.lg.jp/

13 5/1(土) トレッキングイベント
えびの岳

霧島市ふるさとガイドク
ラブ

えびのエコミュージアムセ
ンター

えびの岳登山を楽しみます。
ノカイドウに出会えるかも?!

一般 1,000円 要事前申込
定員20名

霧島市ふるさとガイドクラブ
事務局
TEL:0995-57-1588

http://kirishimakankou.com/kirishima-guide/
2014/06/

14 5/2(日)
ＧＷ真っ只中！
新緑あふれる森の中をウォーキン
グ

鹿児島県民の森
姶良市北山
県民の森 

散策路ウォーキングを行います。 一般
200円
(保険料込)

要事前申込
定員20名

県民の森管理事務所
TEL:0995-68-0557

http://www.kkmori.jp/

15 5/2(日) 自然体感ミニ登山 鹿児島県照葉樹の森 肝属郡錦江町田代麓
照葉樹の森

ミニ登山を行います。 小学生以上 無料
要事前申込
定員30名

照葉樹の森管理事務所
TEL:080-6417-6518

http://www.omega.ne.jp/shouyouju/

16 5/2(日)～4(火祝)
屋久島感動めぐり
「親子キャンプin屋久島」

(公財)屋久島環境文化財
団

屋久島全域 島内でトレッキングや、自然観察を行
います。

親子 21,000円 詳細はHP参照
屋久島環境文化研修センター
TEL:0997-46-2900

http://www.yakushima.or.jp/
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17 5/5(水祝) 青少研GOGO若葉フェスタ 鹿児島県立青少年研修セ
ンター

鹿児島県立青少年研修セン
ター

様々な体験活動や、創作活動等を楽し
んでいただくイベントです。

一般 一部有料 詳細はHP参照 青少年研修センター
TEL:099-294-2111

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/
seisyouken/index.html

18 5/5(水祝) なんさつこどもの日オープンデー 鹿児島県立南薩少年自然
の家

鹿児島県立南薩少年自然の
家

こどもの日に、自然物を使った創作活
動や、豊かな自然の中ででの体験活動
を行います。

どなたでも
無料
(クラフト材料費要)

詳細はHP参照 鹿児島県立南薩少年自然の家
TEL:0993-77-2500

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/
nansatsu/

19 5/5(水祝) ハアサキこどもの日フェスタ 鹿児島県立奄美少年自然
の家

鹿児島県立奄美少年自然の
家

体験活動や創作活動を通して、家族の
ふれあいや参加者の交流を行います。

一般 未定 詳細はHP参照 鹿児島県立奄美少年自然の家
TEL:0997-53-1032

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/amami/
index.html

20 5/5(水祝) 黒砂糖祭り 徳之島町 徳之島町畦プリンスビーチ 海開きを行い、シュノーケルでサンゴ
礁などを観察します。

一般 無料 詳細はHP参照
徳之島町役場農林水産課
TEL:0997-82-1111

http://www.tokunoshima-town.org

21 5/8(土) みどりの教室 鹿児島県民の森
霧島市溝辺町
県民の森 緑化センター 夏に行う庭木の剪定をします。 一般

400円
(保険料込)

要事前申込
定員15名

県民の森管理事務所 緑化セン
ター
TEL:0995-59-2374

http://www.kkmori.jp/

22 5/9(日) 月例登山会 鹿児島県照葉樹の森
肝属郡錦江町田代麓
照葉樹の森

月例登山会を行います。
小学生以上 無料

要事前申込
定員30名

照葉樹の森管理事務所
TEL:080-6417-6518

http://www.omega.ne.jp/shouyouju/

沖
縄
県

1 4/17(土) 鳴き声サクセション 石垣青少年の家 石垣青少年の家施設内 小動物の生態を知るイベントです。 一般 150円 石垣青少年の家
TEL:0980-82-7301

https://ishigakiseishounennoie.com/

2 4/17(土)～18(日) 自然とふれあう家族のつどい
初めてのキャンプ

石川青少年の家 石川青少年の家
家族キャンプ(野外炊飯、登山等)を通
して、親子のふれあいを深めます。

家族

大人2,000円、
子ども1,500円
キャンセル料有

定員20名 石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://unai-sc.net

3 4/24(土) 星空観察
～春編～

糸満青少年の家 施設内 春の星空を観察し、宇宙への探求心を
持ちます。

親子 500円 定員20名程度 糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman/

4 4/24(土) ナイトウォーク＆ウォッチング 石垣青少年の家 前勢岳 近隣に住む小動物を学びます。 一般 150円 石垣青少年の家
TEL:0980-82-7301

https://ishigakiseishounennoie.com/

5 5/1(土)～2(日) 春のファミリーキャンプ 玉城青少年の家 玉城青少年の家

基本的なキャンプ活動を通して、家族
の絆を深めます。
自然への興味関心を高めるプログラム
を提供します。

家族等の小グルー
プ

2,000円 要事前申込
動きやすい服装

沖縄県立玉城青少年の家
TEL:098-948-1513

http://okinawa-nanjo-youthhome.jp/

6 5/1(土)～5/4(火祝)
無人島アグレッシブサバイバルキャ
ンプⅠ 糸満青少年の家 無人島(恩納村ヨウ島)

非日常の無人島での生活を通して生き
る力を育み、仲間の大切さを知るキャ
ンプです。

小学４年生～中学
３年生

15,000円 定員16名
糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman/

7 5/5(水祝) 春の石川岳登山 石川青少年の家 石川青少年の家 春の石川岳登山を楽しみながら、体力
を培い、健康の保持増進に努めます。

一般 500円 定員20名
石川青少年の家
TEL:098-964-3263

http://unai-sc.net

8 5/8(土) ホタルウォッチングpart1 糸満青少年の家 施設内
ホタルを観察し、その生態を知るイベ
ントです。 親子 500円 定員20名程度

糸満青少年の家
TEL:098-994-6342

www.j-ikusei.jp/itoman/

9 5/10(月)～5/14(金)
大野山林(うぷにやま)展
愛鳥週間

宮古青少年の家 宮古島市
愛鳥週間(5/10～5/16)にちなみ、野鳥
に関する知識を深め大野山林に生息す
る鳥類への興味関心を高めます。

一般 無料
宮古青少年の家ロビーに
て写真展示
※5/16(日)まで開催

宮古青少年の家
TEL:0980-72-8884

http://www.miyako-banzu.com/
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http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/nansatsu/
http://www.tokunoshima-town.org/
https://ishigakiseishounennoie.com/
http://unai-sc.net/
http://www.j-ikusei.jp/itoman/
https://ishigakiseishounennoie.com/
http://www.tamagusuku-youthhome.com/
http://www.j-ikusei.jp/itoman/
http://unai-sc.net/
http://www.j-ikusei.jp/itoman/
http://www.miyakobanzu.com/miyako/

