
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

青
森
県

1
4/24(土)～29(木祝)
※予定

黒石さくらまつり (一社)黒石観光協会
黒石市東(あずま)公園さく
ら山

期間中は様々なイベントが開催され、
家族連れや花見客で賑わいます。

一般 無料

今後の感染症(コロナウイ
ルス)拡大状況により、日
程等に変更が生じる可能
性あり。

(一社)黒石観光協会
TEL:0172-52-3488

https://kuroishi.or.jp/event/spring/
sakuramaturi

2

4月下旬頃～
5/14(金)
の土･日･祝日　※予
定

鮫角灯台一般開放 八戸市 鮫角灯台
「日本の灯台50選」に選ばれている鮫
角灯台に登ることができ、種差海岸の
絶景を楽しめます。

一般 無料
9:00～16:00
※10月下旬の土･日･祝日
(夏休みは毎日)まで開催

八戸市観光課 https://www.city.hachinohe.aomori.jp

3 5/7(金)～9(日) 黒石緑化まつり 黒石市農林課 御幸公園
花苗や苗木を販売し屋台も出店するほ
か、先着で苗木の無料配布も行ってい
ます。

一般 無料

今後の感染症(コロナウイ
ルス)拡大状況により、日
程等に変更が生じる可能
性あり。

黒石市農林課
TEL:0172-52-2111
(内線657)

岩
手
県

1 4/18(日) 定例森の観察会 指定管理者KOIWAI 岩手県滝沢森林公園 早春の森を専門の指導員と巡ります。 どなたでも 無料

要事前申込
定員10名(先着)
※同シリーズの行事の連続
参加希望者は次回キャン
セル待ちでの受付

岩手県滝沢森林公園
TEL:019-688-5522

https://www.koiwai.co.jp/shiteikanri/
takizawa_fp/index.html

2 4/24(土) 春の臼木山おさんぽ会
浄土ヶ浜ビジターセンタ
ー運営協議会 臼木山

ネイチャーゲームを交えながら、春の
植物観察会を行います。 岩手県民 500円

浄土ヶ浜ビジターセンター運
営協議会
TEL:0193-65-1690

http://jodogahama-vc.jp/

3 4/24(土)
浄土ヶ浜ナイトツアー
～満天の星空観察～

浄土ヶ浜ビジターセンタ
ー運営協議会 浄土ヶ浜

講師と共に、浄土ヶ浜で見られる星空
を観察します。 岩手県民 500円

浄土ヶ浜ビジターセンター運
営協議会
TEL:0193-65-1690

http://jodogahama-vc.jp/

4 4/25(日) 北上市口内町の里山ハイキングと
新田桜

北上観光コンベンション
協会

北上市口内町 明神岳のハイキングと、地元で親しま
れる桜の名所「新田桜」を巡ります。

一般 HPで確認
定員20名
(最少催行15名)

北上観光コンベンション協会
TEL:0197-65-0300

https://kitakami-kanko.jp/event_cal/

5
4/29(木祝)～
5/14(金)

春の写真展（仮） 碁石海岸インフォメーシ
ョンセンター

碁石海岸インフォメーショ
ンセンター

みちのく潮風トレイルの写真展を開催
します。

一般 無料 ※5/31(月)まで開催予定
碁石海岸インフォメーション
センター
TEL:0192-29-2359

http://www.goishi.info/

6 5/3(月祝) ゴールデンウイーク探鳥会
指定管理者KOIWAI
日本野鳥の会もりおか

岩手県滝沢森林公園

夏鳥の渡来と美しいさえずりのシャワ
ー。
冬鳥の渡去。
多種の鳥に出会えます。
指導員と森を巡ります。

どなたでも 無料
要事前申込
定員30名(先着)

岩手県滝沢森林公園
TEL:019-688-5522

https://www.koiwai.co.jp/shiteikanri/
takizawa_fp/index.html

7 5/5(水祝) 区界ファミリーデー・春 盛岡市教育委員会 区界高原少年自然の家 兜明神岳登山をしたり、山野草や山菜
の観察をしたりします。。

家族 無料 詳細はHP参照
区界高原少年自然の家
TEL:0193-77-2048

http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/
kokyoshisetsu/taiken/kuzakai/index.html

8 5/8(土)
環境学習講座
「ecoキッズ～森っ子探検隊～つど
いの森の春～」

盛岡市 盛岡市湯沢
都南つどいの森

新芽の観察など、春の森の散策を楽し
みます。

小学生以下とその
保護者

328円
(保険料･材料費)

要事前申込
詳細はHP参照

盛岡市環境企画課
TEL:019-626-3754

http://www.eco-morioka.jp

9 5/8(土) バードカービング教室 指定管理者KOIWAI 岩手県滝沢森林公園
お気に入りの小鳥を木彫りでつくりま
しょう。

小学4年生以上
500円＋1,000円(材
料費)

要事前申込
定員10名(先着)
※同シリーズの行事の連続
参加希望者は次回キャン
セル待ちでの受付
※期間外も奇数月の第2土
曜に開催

岩手県滝沢森林公園
TEL:019-688-5522

https://www.koiwai.co.jp/shiteikanri/
takizawa_fp/index.html
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10 5/8(土)
みちのく潮風トレイル in 宮古
～田老の海岸絶景へ～

浄土ヶ浜ビジターセンタ
ー運営協議会

集合：浄土ヶ浜ビジターセ
ンター

宮古市田老地区のトレイルコースを歩
きます。

岩手県民
健脚向け

無料
浄土ヶ浜ビジターセンター運
営協議会
TEL:0193-65-1690

http://jodogahama-vc.jp/

11 5/9(日)
和賀三山巡り第1弾
「羽山・羽黒山」

北上観光コンベンション
協会 北上市和賀町岩沢

和賀三山のうちの2つ「羽山」「羽黒
山」の縦走を行います。

一般 HPで確認
定員20名
(最少催行15名)

北上観光コンベンション協会
TEL:0197-65-0300

https://kitakami-kanko.jp/event_cal/

宮
城
県

1 4/18(日) ハイキング 蕃山21の会 笹谷古道
千古の歴史と電設の道（笹谷古道）を
歩きます。 一般 700円 歩きやすい服装

叶
TEL:022-719-2660

https://banzan21nokaihp.wixsite.com/save-
banzan

2 4/24(土)～25日(日)
女子キャンDAY
～焚き火を囲もう～

仙台市大倉ふるさとセン
ター

仙台市大倉ふるさとセンタ
ー

女性限定のキャンプイベントです。
初心者歓迎。
自然の中でのんびりと過ごしません
か。

成人女性 5,000円 要事前申込
詳細はHP参照

仙台市大倉ふるさとセンター
TEL:022-391-2060

http://www.greenlife.or.jp

3 4/29(木祝) 蔵王トレッキング(青麻山)
宮城県蔵王野鳥の森自然
観察センター 「ことり
はうす」

青麻山 ヤマブキ、ニリンソウ、エイザンスミ
レなどの春の花を楽しみます。

中学生以上 1,000円 詳細はHP参照 ことりはうす
TEL:0224-34-1882

http://mifi.main.jp/kotori/index.html

4 5/4(火祝)･5(水祝) リックファミリーキャンプvol.1 国立花山青少年自然の家 国立花山青少年自然の家
親子で自然体験や交流体体験を行う行
事です。 青少年を含む家族

小学生以上：2,500 
円
4歳以上の未就学
児：2,000円
4歳未満：500円
※予定金額

申込の際は、予めリック
ファミリークラブへの入
会要

国立花山青少年自然の家
TEL:0228-56-2311

https://hanayama.niye.go.jp/
入会申込フォーム：https://www.niye.go.jp/
entry/app/event/apply/832/?ref=ja

5 5/8(土) 自然観察会 蕃山21の会 七ツ森遊歩道
千古の歴史と電設の道(笹谷古道)を歩
きます。

一般 700円 歩きやすい服装
叶
TEL:022-719-2660

https://banzan21nokaihp.wixsite.com/save-
banzan

6 5/8(土)･9(日) 親子で農業体験・春 仙台市大倉ふるさとセン
ター

仙台市大倉ふるさとセンタ
ー

春の里山の自然の中で、手植えでの田
植えを体験しよう。

親子
(小学生以上)

1,000円/500円 要事前申込
詳細はHP参照

仙台市大倉ふるさとセンター
TEL:022-391-2060

http://www.greenlife.or.jp

秋
田
県

1 4/18(日)
バードコールを作って里山散策を
しよう あきた白神体験センター

山本郡八峰町
御所の台里山

里山の枝でバードコールを作り、鳥と
の会話を楽しみながら、新緑の中をト
レッキングします。

小学生以上 500円 詳細はHP参照 あきた白神体験センター
TEL:0185-77-4455

http://www.town.happou.akita.jp/taiken/

山
形
県

1
4/15(木)～5/14(金)
の毎日

毎日ウォーキング 上山市 上山市各所
ドイツの気候性地形療法を取り入れた
専門ガイドが、年間360日楽しく安全
に案内する健康ウォーキングです。

どなたでも
市民無料、
市民外1,000円(税込)
～

歩きやすい靴、温度調整
がしやすく脱ぎ着しやす
い服装
※通年開催

上山市役所健康推進課健康増
進課係
TEL:023-672-1111
(内線154)

https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/
site/kurort/

2
4/15(木)～5/14(金)
の毎日

空色・暮色ウォーキング 上山市観光物産協会
上山市
西山コース

ヘルスツーリズム認証を受けた専門ガ
イド案内する、完全予約制のプライベ
ートな健康ウォーキングです。

どなたでも 3,000円(税込)

要事前申込
定員2名～
歩きやすい靴、温度調整
がしやすく脱ぎ着しやす
い服装

上山市観光物産協会
TEL:023-672-0839

3 4/24(土) 春を感じる「さえずり観察会

共催：
月山ビジターセンター運
営協議会、
イヌワシみらい館　

鶴岡市大山公園
夏鳥の飛来とともに、鳥たちの恋歌を
聞きながら、春を探してトレッキング
します。

一般
大人100円、
中学生以下無料

雨天中止
月山ビジターセンター
TEL:0235-62-4321

http://gassan.jp/

4
４/30(金)～5/5(水
祝)

春の観察会 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周辺 野鳥たちの恋歌を聞きながら、センタ
ー周辺の自然観察会を行います。

一般 100円
月山ビジターセンター
TEL:0235-62-4321

https://gassan.jp/

5 5/1(土)～5(水祝) ゴールデンウィーク工作体験教室
猛禽類保護センター活用
協議会 猛禽類保護センター

レジ袋有料化となり、ごみ削減を啓発
するためにエコバッグの利用を促しま
す。
蜜ろうを使った無添加ハンドクリーム
も作成します。

どなたでも

エコバッグ300円、
ハンドクリーム400
円
(材料費)

猛禽類保護センター
TEL:0234-64-4681

http://www.raptor-c.com/
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6 5/1(土)～5/4(火祝) クラフト体験Day 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 木の鉛筆つくり・草木染などをしま
す。

一般 100円～500円 月山ビジターセンター
TEL:0235-62-4321

https://gassan.jp/

7 5/3(月祝) よもぎ餅つき 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 和製ハーブのヨモギ餅つきをします。 一般 無料
月山ビジターセンター
TEL:0235-62-4321

https://gassan.jp/

8 5/8(土) 春を五感で楽しもう
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 春を五感で楽しみます。 一般 500円 月山ビジターセンター

TEL:0235-62-4321
https://gassan.jp/
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