
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

北
海
道

1 4/17(土) 四季の森めぐり
～早春～

帯広の森・はぐくーむ 帯広の森アイスアリーナ駐
車場集合

第2柏林台川周辺の森を歩き、早春の
花や生き物を観察します。

一般 無料
9:30～12:00
定員30名

帯広の森・はぐくーむ
TEL:0155-66-6200

http://haguku-mu.net/

2 4/18(日) あそびの森のあしあとづくり
帯広の森・はぐくーむ、
NPO法人ぶれいおん・
とかち

帯広の森・はぐくーむ 春の森探検や森のお手入れなど、楽し
みながら森とふれ合います。

一般 100円
10:00～15:00
定員30名

帯広の森・はぐくーむ
TEL:0155-66-6200

http://haguku-mu.net/

3 4/18(日) 春採湖畔探鳥会 釧路市立博物館、
日本野鳥の会釧路支部

春採公園
日本野鳥の会のベテランバードウォッ
チャーと一緒に、春採湖畔の野鳥を観
察します。

一般 無料
釧路市立博物館
TEL:0154-41-5809

https://www.city.kushiro.l.gjp/museum/

4 4/24(土) 春の足音を聴きに行こう
釧路湿原国立公園連絡協
議会 温根内ビジターセンター

新しくなった木道を歩きながら、早春
の釧路湿原を楽しみます。 一般 無料 要事前申込

温根内ビジターセンター
TEL:0154-65-2323

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

5 4/24(土) 早春の湿原　野鳥観察会 釧路湿原国立公園連絡協
議会

シラルトロ湖・蝶の森周辺
集合：シラルトロ自然情報
館駐車場

渡り鳥の中継地シラルトロ湖周辺で、
講師の解説を聞きながら野鳥観察を楽
しみましょう。

一般 無料

要事前申込
定員10名
集合：シラルトロ自然情
報館駐車場

塘路湖エコミュージアムセン
ター
TEL:015-487-3003

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

6
4/29(木祝)～5/5(水
祝)

春のウトナイ湖・ウォークラリー
ウトナイ湖野生鳥獣保護
センター

ウトナイ湖野生鳥獣保護セ
ンター

観察路に設置した、ウトナイ湖に関す
るクイズに挑戦します。
※各自、自由に観察路を歩くもので、
ガイドがつくイベントではありませ
ん。

一般 無料
ウトナイ湖野生鳥獣保護セン
ター
TEL:0144-58-2231

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/
shizen/shizenhogo/utonai/event.html

7 5/1(土) かえるの観察 釧路市動物園 釧路市動物園
園内に生息するカエルやオタマジャク
シに触れて、観察します。 親子 無料

要事前申込
定員親子7組(先着)

釧路市動物園
TEL:0154-56-2121

https://www.city.kushiro.lg.jp/zoo/

8 5/1(土)～9(日) 「昔のしべちゃ」写真展

共催：
釧路湿原国立公園連絡協
議会、
標茶町博物館

塘路湖エコミュージアムセ
ンター

標茶町に最初の役場が置かれてから、
135年を記念した展示です。
標茶で撮影された昔の写真をご紹介し
ます。

一般 無料
塘路湖エコミュージアムセン
ター
TEL:015-487-3003

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

9 5/4(火) 塘路フィールドウォッチング
～春編～

釧路湿原国立公園連絡協
議会

塘路湖エコミュージアムセ
ンター、塘路湖畔

春の塘路湖畔を散策しながら、飛来し
始めた夏鳥や春の植物を観察します。

一般 無料 要事前申込
塘路湖エコミュージアムセン
ター
TEL:015-487-3003

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

10
5/8(土)
9:30～12:00

クルミの木でものづくり 帯広の森・はぐくーむ 帯広の森・はぐくーむ
帯広の森に生えるオニグルミの木につ
いて学びながら、間伐、ものづくりを
行います。

一般
無料

定員15名
受付4/20(火)以降

帯広の森・はぐくーむ
TEL:0155-66-6200

http://haguku-mu.net/

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)

1
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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

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

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

2
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宮
城
県

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/

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/

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

https://banzan21nokaihp.wixsite.com/save-banzan
http://www.greenlife.or.jp/
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https://nasuheisei-f.jp/program/free
https://nasu-vc.jp/


栃
木
県

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/

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

4
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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/

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/

5
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県

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/

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

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/
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千
葉
県

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

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

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
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神
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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

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

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/

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

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
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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...。
うまく飛ばせるかな？

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
しょう！

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/

9
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石
川
県

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

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
持ち物:長袖長ズボン

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
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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

福
井
県

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/

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
実施有無・内容に変更の可能性あり。

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/
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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/

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/

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

1 4/18(日) 第1回探鳥会 (公財)愛知公園協会 弥富市
弥富野鳥園

園内保護地で、ガイドと一緒に野鳥観
察をします。
2kmのコースを2時間かけて歩きます。

一般 無料 歩きやすい服装、長靴又
は運動靴

弥富野鳥園
TEL:0567-68-2338

http://www.aichi-park.or.jp/vachou/

2 4/24(土)
健康の道に咲く春の花を見つけよ
う！

幸田町環境課 遠望峯山
幸田町内にある里山を散策し、講師の
説明を聞きながら、そこにある草花を
観察します。

幸田町民 50円
要事前申込
定員20名
歩きやすい服装

幸田町環境課
TEL:0564-63-5146

なし

3
4/25(日)･29(木
祝)、5/5(水祝)

茶臼山高原の山菜を食べよう! グリーンステージ花の木 グリーンステージ花の木
春の野山を散策し、山菜を見つけよ
う。
竹細工・木工体験も楽しめます。

一般

大人3,800円、
子ども(3歳以上小学
生以下)1,600円
(巨大迷路の入園料
含む)

要事前申込:締切4/14(水)
先着

豊根村観光協会
TEL:0536-87-2525

http://www.toyonemura-kanko.jp/
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愛
知
県

4 4/25(日) 湿地の水辺ガサガサ隊
春の陣

豊田市自然観察の森 豊田市自然観察の森 水辺を網でガサガサして、水の中の生
き物を観察しよう。

一般 100円 詳細はHP参照 豊田市自然観察の森
TEL:0565-88-1310

https://toyota-shizen.org/

5 4/29(木祝) 親子で野遊びしよう
春編

豊田市自然観察の森 豊田市自然観察の森 野遊びしながら、親子でゆっくりと森
を歩きます。

親子 100円 詳細はHP参照 豊田市自然観察の森
TEL:0565-88-1310

https://toyota-shizen.org/

6
4/29(木祝)～5/5(水
祝)

第11回緑と花のフェスティバル 春日井市、
春日井市教育委員会

春日井市野外教育センター
(少年自然の家・都市緑化植
物園)

東部丘陵の豊かな自然の中、「緑と
花」がテーマのフェスティバルを開催
するものです。

一般
無料
(一部体験等有料)

詳細はHP参照
野外教育センター都市緑化植
物園
TEL:0568-92-8711

https://www.city.kasugai.lg.jp/shisetu/
sonota/syokubutsuen/index.html

7 5/2(日) 森あそび
～どろんこで遊ぼう～

豊田市自然観察の森 豊田市自然観察の森 田んぼでどろんこになって遊ぼう。
どろで作品作り。

親子 100円 詳細はHP参照 豊田市自然観察の森
TEL:0565-88-1310

https://toyota-shizen.org/

8 5/2(日) 第2回ミニ探鳥会 (公財)愛知公園協会 弥富市
弥富野鳥園

園内保護地でガイドと一緒に、野鳥観
察をします。
1kmのコースを1時間かけて歩きます。

一般 無料 歩きやすい服装、長靴又
は運動靴

弥富野鳥園
TEL:0567-68-2338

http://www.aichi-park.or.jp/vachou/

9 5/3(月祝) オホ・デ・ディオス作り 豊田市自然観察の森 豊田市自然観察の森 森でのんびり、クラフト体験しません
か。

中学生以上 100円 詳細はHP参照 豊田市自然観察の森
TEL:0565-88-1310

https://toyota-shizen.org/

10 5/4(火祝) 森で野鳥のさえずりを聞こう 豊田市自然観察の森 豊田市自然観察の森 野鳥の声に人間の言葉を当てはめる
「聞ききなし」作りに挑戦します。

一般 100円 詳細はHP参照 豊田市自然観察の森
TEL:0565-88-1310

https://toyota-shizen.org/

11 5/8(土) 五条川岸辺づくり 江南市環境課 五条川

五条川の中に入り、川の底の石を寄せ
集め、岸辺をつくり、水生生物が住み
やすい環境にします。
その後は、五条川の生物調査を行いま
す。

市内の小学生3年
生～中学生

無料
予備日5/15(土)
定員15名(先着)

江南市環境課
TEL:0587-54-1111

https://www.city.konan.lg.jp/event/kankyou/
1007604/index.html

12
5/9(日)
※全4回の初回

2021年 田んぼオーナー 茶臼の里組合 豊根村川宇連地区

年4回、田植え、草刈り、稲刈り、収
穫祭を通して、田舎暮らし体験が楽し
めます。
※年4回：5/9(日)、6/13(日)、
9/19(日)、11/14(日)　

一般 30,000円(税込)/区画

要事前申込:締切4/26(月)
先着
※以降の開催は6/13(日)、
9/19(日)、11/14(日)　

豊根村観光協会
TEL:0536-87-2525

http://www.toyonemura-kanko.jp/?p=3983

13 5/9(日) いきもの観察会 大府市 大倉公園 公園内で、虫や植物の観察を行いま
す。

一般 無料 定員20名 大府市環境課
TEL:0562-45-6223

14 5/9(日) 藤前干潟の野鳥観察会 名古屋市野鳥観察館
知県名古屋市港区名古屋市
野鳥観察館

稲永公園及び庄内川河口の野鳥を観察
します。 一般 無料

要事前申込
定員20名

名古屋市野鳥観察館
TEL:052-381-0160

http://www.inae-bird-watching-place.org

15 月に１度開催
星空観察
「てんくう」月１限定オープン 豊根村観光協会

星空観察「てんくう」
茶臼山高原　
第一駐車場

愛知県で一番星に近い場所にある、茶
臼山高原の「てんくう」。
星空案内人によるオンライン解説や、
限定メニューを食べることができま
す。

一般

無料
(飲食代金などは
「レストハウスやは
ず」にて支払い)

申込不要
詳細はHP参照

豊根村観光協会
TEL:0536-87-2525

http://www.toyonemura-kanko.jp/?
page_id=687

三
重
県

1 4/17(土)･4/18(日) 森の学校 三重県 津市
イオンモール津南

木材や自然のものに触れながら、森や
自然の大切さを学ぶ、ワークショップ
を開催します。
※新型コロナウイルス感染拡大防止た
め状況により中止になる可能性があり
ます。

親子 無料
みえ森づくりサポートセンタ
ー
TEL:059-261-1223

http://www.zc.ztv.ne.jp/miemori/
（詳細決定後に掲載予定）

2 4/24(土) 南伊勢町・鵜倉半島を歩こう
伊勢志摩国立公園自然ふ
れあい推進協議会 度会郡南伊勢町

鵜倉半島は、熊野灘に突き出た景勝地
です。
近畿自然歩道を歩いて、3つの展望台
をめぐります。

小学生以上
大人200円、
小学生100円

雨天中止
コロナの状況により中止

横山ビジターセンター
TEL:0599-44-0567

http://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/
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4/24(土)･4/25(日) 森の学校 三重県
松阪市
松阪ショッピングセンター
MARM

木材や自然のものに触れながら、森や
自然の大切さを学ぶ、ワークショップ
を開催します。
※新型コロナウイルス感染拡大防止た
め状況により中止になる可能性があり
ます。

親子 無料
みえ森づくりサポートセンタ
ー
TEL:059-261-1223

http://www.zc.ztv.ne.jp/miemori/
（詳細決定後に掲載予定）

滋
賀
県

1 4/25(日) 自然観察会 栗東自然観察の森

栗東市安養寺178-2
栗東自然観察の森　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

森を散策し、季節の植物や昆虫を指導
員やボランティアと一緒に、観察しま
す。

どなたでも 無料 申込不要
歩きやすい服装で

栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

www.city.ritto.lg.jp

2 4/25(日) ミニクラフト 栗東自然観察の森
栗東市安養寺178-2
栗東自然観察の森　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

森の素材を使って、ミニクラフトを楽
しみます。 どなたでも 100円 申込不要

栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

www.city.ritto.lg.jp

3 5/3(月祝) 自然観察会 栗東自然観察の森

栗東市安養寺178-2
栗東自然観察の森　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

森を散策し、季節の植物や昆虫を指導
員やボランティアと一緒に、観察しま
す。

どなたでも 無料 申込不要
歩きやすい服装で

栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

www.city.ritto.lg.jp

4 5/5(水祝) 自然観察会 栗東自然観察の森

栗東市安養寺178-2
栗東自然観察の森　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

森を散策し、季節の植物や昆虫を指導
員やボランティアと一緒に、観察しま
す。

どなたでも 無料
申込不要
歩きやすい服装で

栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

www.city.ritto.lg.jp

5 5/9(日) 親子観察会 栗東自然観察の森

栗東市安養寺178-2
栗東自然観察の森　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

小さな子どもが自然に関心を持つきっ
かけになるような、散策を主にした観
察会です。

子どもと保護者 無料 申込不要
歩きやすい服装で

栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

www.city.ritto.lg.jp

6 5/9(日) ミニクラフト 栗東自然観察の森
栗東市安養寺178-2
栗東自然観察の森　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

森の素材を使って、ミニクラフトを楽
しみます。 どなたでも 100円 申込不要

栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

www.city.ritto.lg.jp

京
都
府

1 4/18㈰ 春の自然教室
春の御苑にふれよう

京都御苑管理事務所、
(一財)国民公園協会京都
御苑

京都御苑内

春の京都御苑を散策しながら、野鳥、
植物、昆虫、きのこの解説を講師が行
います。
※新型コロナウイルス感染状況を踏ま
え内容を変更する場合があります。

一般 100円
(一財)国民公園協会京都御苑
TEL: 075-211-6364

https://fng.or.jp/kyoto/

2 4/18㈰ 森づくりDAY
NPO法人地球デザイン
スクール

京都府立丹後海と星の見え
る丘公園

公園スタッフと一緒に、森の生態系に
ついて考えながら、森づくりをしま
す。

一般 無料 持ち物：長靴、軍手、雨
具

京都府立丹後海と星の見える
丘公園
TEL:0772－28－9111

http://www.eco-future-park.jp/

3 5/3㈪ アースディ丹後
NPO法人地球デザイン
スクール

京都府立丹後海と星の見え
る丘公園

地球に感謝し、美しい地球を守る意識
を共有する「地球のために行動する
日」の催しです。

一般 一部有料 詳細はHP参照
京都府立丹後海と星の見える
丘公園
TEL:0772－28－9111

https://earthday-tango.jimdofree.com/

1 4/15(木)～5/14(金)
伊丹市昆虫館・箕面公園昆虫館合
同企画展
「魅惑のいもむし・けむし展」

メイプルハーツ企業共同
体
箕面公園昆虫館/伊、
丹市昆虫館

箕面市
箕面公園昆虫館

イモムシとケムシの、全ての魅力が集
結！
かわいらしさと不思議さに出会ってみ
よう。
（パネル展示、標本展示、一部生体展
示）

一般

要入館料
(高校生以上280円、
中学生以下無料、
障がい者手帖提示で
本人と介助者1名無
料）

※7/19(月)まで開催

箕面公園管理事務所　
TEL:072-721-3014
昆虫館
TEL:072-721-7967

http://www.mino-park.jp/

2 4/15(木)～5/14(金) 第100回花とみどりフェア 浜寺公園指定管理グルー
プ

浜寺公園 中央園路北側
植木市を実施するとともに、チップ置
場を設置し、チップを自由にお持ち帰
りいただきます。

一般 無料

持ち物:スコップや袋等
(チップを持ち帰るための
道具)
※5/30(日)まで開催

浜寺公園管理事務所 https://www.osaka-park.or.jp/rinkai/
hamadera/main.html

3 4/15(木)･22(木) 趣味教養としての庭園管理講座 堺市都市緑化センター 堺市堺区
堺市都市緑化センター

庭木の手入れと管理方法を学びます。
計3回シリーズ：4/8･15･22

どなたでも 無料 定員10名 堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/
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4 4/17(土)
「公園で野草料理」
～ヨモギ団子を作ろう、食べよう
～

寝屋川公園指定管理グル
ープ

寝屋川市
寝屋川公園管理事務所から
苗圃

ふだん何気なく見ている「雑草」で
も…食べられる野草があります。
「よもぎ」を摘んで、一緒にによもぎ
団子を作りましょう

小学生以下の子ど
もを含む親子

100円/人
要事前申込：来所か電話
にて受付(9:00～17:00)
定員20名(先着)

寝屋川公園管理事務所
TEL:072-824-8800 http://neyagawa.osaka-park.or.jp/

5 4/17(土)
森の学習
～春の草花の観察～ 堺自然ふれあいの森

堺市南区
堺自然ふれあいの森

花の形にはいろいろありますが、春の
森にはどんな形の花が咲いているの
か、一緒に調べてみましょう。

小学生以上 200円 要事前申込
定員10名

堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

6
4/17(土)（雨天は18
日(日)に順延）

タケノコ掘りを楽しんで公園をつく
ろう！

府・泉佐野丘陵緑地パー
ククラブ

泉佐野市
泉佐野丘陵緑地

泉佐野丘陵緑地の公園ボランティア
「パーククラブ」と一緒に、タケノコ
掘りを楽しみながら竹林管理を学びま
しょう。
ぜひ、ご参加ください！

小学生以上 200円 要事前申込：メールにて
受付

泉佐野丘陵緑地 パークセンタ
ー
TEL:072-467-2491

http://izumisano-kyuryo.jp/

7
4/17(土)、
4/24(土)、5/1(土)、
5/3(月祝)

星空観察会 (一財)大阪府みどり公社 大阪府民の森ちはや園地
400mm反射望遠鏡で、惑星や星雲を観
察します。

一般 700円
(一財)大阪府みどり公社
TEL:06-6266-1038

http://osaka-midori.jp/mori/

8 4/17(土)･18(日) 春の芽出し盆栽展 堺市都市緑化センター 堺市堺区
堺市都市緑化センター

春の装いにかわる芽出し盆栽の魅力
を、みなさまにお届けします。

どなたでも 無料 定員なし
堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

9 4/18(日) フィカタックチャレンジ 深北緑地パートナーズ 寝屋川市・大東市
深北緑地

公園内のタンポポ探しと、お絵かきミ
ッションにチャレンジしよう。
参加賞は動植物缶バッジです。

どなたでも 無料 当日受付
深北緑地管理事務所
TEL:072-877-7471

ｈｔｔｐｓ：//www.fukakitaryokuchi.jp/

10 4/18(日) みどり塾 久宝寺緑地管理事務所

八尾市・東大阪市・大阪市
平野区
久宝寺緑地　ボランティア
ルーム

専門分野で活躍する講師達による、
様々な自然素材を使ったワークショッ
プを行います。

一般 各回ごとに徴収
※通年の毎月第3日曜日に
開催

久宝寺緑地管理事務所
TEL:072-992-2489

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/kyuhouji_top

11 4/18(日) 春の草花遊びとタンポポ調査 枚岡公園管理事務所
東大阪市
枚岡公園

春の草花を使って、草笛や花飾りなど
の草花遊びと、枚岡公園の桜広場や梅
林のタンポポを観察します。

一般
大人200円、
小人100円

要事前申込：電話で受付
定員25名(先着)

枚岡公園管理事務所
TEL:072-981-2516

http://hiraoka.osaka-park.or.jp/

12 4/18(日)
とんぼの学校
野草のガッコウ 蜻蛉池公園管理事務所

岸和田市
蜻蛉池公園

蜻蛉池公園をめぐって、春の野草を観
察しましょう。
みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご
参加ください。

一般 無料
要事前申込：来所及び電
話にて受付
定員20名

蜻蛉池公園管理事務所
TEL:072-443-9672

https://tonboike-park.net/

13 4/18(日) 4月の生きものみっけ 堺自然ふれあいの森 堺市南区
堺自然ふれあいの森

春の野原や森で、生きものを探して観
察します。

4～6才と保護者 200円
要事前申込
定員15名

堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

14 4/18(日)
自然ふしぎ発見クラブ
「竹のふしぎ発見と地下茎の観
察」

豊中市立eMIRAIE環境
交流センター

豊中市
千里中央公園

公園内の竹林で、竹とその地下茎を観
察し、竹の子掘りに挑戦します。

5歳以上の子ども
を含む家族

無料
要事前申込：電話受付
定員10組(1組3名まで)(先
着)

豊中市立eMIRAIE環境交流セ
ンター
TEL:06-6844-8611

https://kankyokoryu.jp/

15 4/18(日) レンゲ畑で遊ぼう 交野みどりネット 交野市向井田 花の冠づくりや、草苗などで楽しみま
す。

一般 無料 詳細はHP参照
交野みどりネット事務局(環境
衛生課内)
TEL:072-892-0121

http://midorinet.main.jp/event/

16 4/20(火) ボタニカルアート体験講座 都市公園住吉公園
指定管理共同体

体育館・多目的室 春の花をよく見て、描きます。 一般(大人) 300円
要事前申込：来所及び電
話にて受付
定員8名(先着)

住吉公園管理事務所
TEL:06-6671-2292

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/sumiyoshi_top

17 4/20(火)･24(土) 春の自然観察会 錦織公園指定管理グルー
プ

河内の里
河内の里の花々を、ご案内します。
春の草花を観察しながら、里内を巡り
ます。

18歳以上 無料
要事前申込：来所又は電
話にて受付
定員10名(先着)

錦織公園管理事務所
TEL:0721-24-1506
FAX:0721-24-0240

http://www.nishikori-park.jp/
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18 4/22(木) 自然に親しむ探検講座 茨木市 茨木市青少年野外活動セン
ター

植物の宝庫を観察ハイク「春の出会
い」を開催します。

一般 無料
要事前申込
定員10名

茨木市環境政策課
TEL:072-620-1644

19 4/24(土) Family Nature Program
ため池の水を全部抜いてみた

都市公園石川河川公園管
理共同体

石川河川公園駒ヶ谷地区
管理事務所前

魚のとり方のコツを踏まえて、実際に
ため池のいきものを捕まえてみましょ
う。

小学生以上
大人200円、
小人500円

要事前申込：来所又は電
話にて受付
定員子ども15名(先着)
大人の定員はなし

石川河川公園管理事務所
TEL:072-956-1900

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/ishikawa_top

20 4/24(土)
大人のための自然観察会
春の草花の観察 堺自然ふれあいの森

堺市南区
堺自然ふれあいの森

野原でゆっくりと、草花の観察をしま
す。

18才以上 200円 要事前申込
定員15名

堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

21 4/25(日) レッツ久宝探検隊 久宝寺緑地管理事務所
八尾市・東大阪市・大阪市
平野区
久宝寺緑地　中地区花の道

久宝寺緑地で、様々な植物の観察や育
成を行います。 一般 無料

※通年の毎月第4日曜日に
開催

久宝寺緑地管理事務所
TEL:072-992-2489

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/kyuhouji_top

22 4/25(日) モーニングヨガ 堺市都市緑化センター 堺市堺区
堺市都市緑化センター

自然の中でより一層の、美と健康促進
の効果が得られるエクササイズです。

どなたでも 1,000円 定員10名
堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

23 4/25(日) 春の寄せ植え講習会 堺市都市緑化センター 堺市堺区
堺市都市緑化センター

洒落た器に、春の花を沢山寄せ植えし
ます。

どなたでも 2,800円 定員10名 堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

24 4/25(日) 里山を楽しもう 交野みどりネット 星田ふれあいの森
交野の里山で、竹伐りや簡単な竹工作
を体験します。

小学4年生以上の
交野市民

無料 詳細はHP参照
交野みどりネット事務局(環境
衛生課内)
TEL:072-892-0121

http://midorinet.main.jp/event/

25 4/25(日)
金剛山
山の春まつり

大阪府・大阪府みどり公
社・千早赤阪村ほか

大阪府民の森
ちはや園地

ちはや園地で、体験イベントやアート
フェスティバルを開催！
ぜひお越しください！

どなたでも 無料
千早赤阪村観光産業振興課
TEL:0721-72-0081

http://osaka-midori.jp/mori/

26 4/26(月) 竹切り体験
NPO法人とよなか市民
環境会議アジェンダ21

豊中市
千里中央公園

千里中央公園内に繁茂する竹を伐採
し、雑木林の保全を行います。

一般 無料
要事前申込：4/24締切
定員10名(先着)

NPO法人とよなか市民環境会
議アジェンダ21

https://toyonaka-agenda21.jp/

27 4/27(火)～5/14(金) シャクヤク園開園 久宝寺緑地管理事務所
八尾市・東大阪市・大阪市
平野区
久宝寺緑地　シャクヤク園

シャクヤク園では、4月下旬ごろから5
月中旬までシャクヤクが華やかに咲き
そろいます。
赤、白、ピンク、黄色と色とりどりの
鮮やかなシャクヤクを楽しんでいただ
けます。
シャクヤクの気品ある魅力をご堪能く
ださい。

一般 無料 ※5/19(水)まで開催
久宝寺緑地管理事務所
TEL:072-992-2489

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/kyuhouji_top

28 4/28(水)
豊中里地探訪
「小曾根郷五カ村と天竺川堤防・
花咲く桐の大樹」

豊中市立eMIRAIE環境
交流センター

豊中市
小曽根地域

小曽根地域に残された里地の様子や、
天竺川の桐の大樹などを観察します。

一般 無料
要事前申込：4/25締切
定員15名(先着)

豊中市立eMIRAIE環境交流セ
ンター
TEL:06-6844-8611

https://kankyokoryu.jp/

29 4/29(木祝) 母の日プリザ 堺市都市緑化センター 堺市堺区
堺市都市緑化センター

バスケットにお母さんへの感謝の気持
ちを込めて、プリザをつくりません
か。

どなたでも 2,000円 定員10名 堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

30 4/29(木祝) GW特別　クラフト教室 堺自然ふれあいの森 堺市南区
堺自然ふれあいの森

小枝や木の実を使って、工作をしま
す。

どなたでも 50円/1作品
要事前申込
6回に分けて実施
定員各回10名

堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

31 4/29(木祝) 森の工作会
節句のお祝いつくり

(一財)大阪府みどり公社 大阪府民の森ほしだ園地 部屋飾り用の「鯉のぼり」をつくりま
す。

一般 300円
(一財)大阪府みどり公社
TEL:06-6266-1038

http://osaka-midori.jp/mori/

32 4/29(木祝) ペンダントづくり (一財)大阪府みどり公社 大阪府民の森ちはや園地
金剛山の森で集めた木の実や小枝で、
素敵なペンダントづくりに挑戦！ 一般 500円

(一財)大阪府みどり公社
TEL:06-6266-1038

http://osaka-midori.jp/mori/
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33
4/29(木祝)、5/5(水
祝)

まちかどプランツ 深北緑地パートナーズ
大阪府寝屋川市・大東市
深北緑地

皆さんで、段々花壇や、緑のカ－テン
をつくります。 どなたでも 無料 当日受付

深北緑地管理事務所
TEL:072-877-7471

https://www.fukakitaryokuchi.jp/

34
4/29(木祝)～5/5(水
祝)

おもしろ猫展 堺市都市緑化センター 堺市堺区
堺市都市緑化センター

樹脂粘土で、表情豊かな猫の人形を作
り上げます。

どなたでも 無料 定員なし
堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

35 4/29(木祝)～5/6(木)
生きもの調査員養成連続講座
(第1回)

茨木市 YouTubeによる動画視聴

市内の自然と生物多様性についての講
義を行います。
講師：大阪府立大学大学院平井規央教
授

一般 無料
要事前申込
受講者に視聴用URLを送
付

茨木市環境政策課
TEL:072-620-1644

36 5/1(土) 多肉植物講習会 堺市都市緑化センター 堺市堺区
堺市都市緑化センター

今人気の多肉植物を、アルパカの器に
寄せ植えします。

どなたでも 1,500円 定員10名 堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

37 5/1(土)～5(水祝) パステルアート展 堺市都市緑化センター 堺市堺区
堺市都市緑化センター

やさしくてあたたかい気持ちになれ
る、パステルアート。
日常にある小さな幸せを絵にした作品
展です。

どなたでも 無料 定員なし
堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

38 5/2(日)
ハーブのシューズキーパーをつくり
ましょう

服部緑地指定管理グルー
プ

都市緑化植物園
ハーブ園(雨天時第1スタジ
オ)

殺菌・消臭効果のある、ハーブを使っ
たシューズキーパーをつくります。

一般
500円
(別途入園料必要)

開催11:00～11:30、13:30
～14:00
要事前申込
定員各回15名

服部緑地都市緑化植物園
TEL:06-6866-3621

http://hattori.osaka-park.or.jp/

39 5/2(日) ハーブミニイベント 服部緑地指定管理グルー
プ

都市緑化植物園
ハーブ園(雨天中止)

ハーブティーサービス(11:00～
15:00)、ハーブ園ガイド(11:30～
12:00、14:00～14:30)、おたのしみ抽
選会(10:30～12:00、13:00～14:30)等
を行います。

一般
無料
(別途要入園料)

ハーブティーサービス、
ハーブ園ガイドは定員各
回15名
おたのしみ抽選会は定員
各回50名

服部緑地都市緑化植物園
TEL:06-6866-3621

http://hattori.osaka-park.or.jp/

40 5/2(日) Family Nature Program
石川中流での魚とり

都市公園石川河川公園管
理共同体

石川河川公園自然ゾーンA地
区

魚のとり方のコツを踏まえて、実際に
川のいきものを捕まえてみましょう。

小学生以上
大人200円、
小人500円

要事前申込：来所又は電
話にて受付
定員子ども15名(先着)
大人の定員はなし

石川河川公園管理事務所
TEL:072-956-1900

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/ishikawa_top

41 5/2(日)
野鳥観察
～野鳥のさえずりを聴く～ 堺自然ふれあいの森

堺市南区
堺自然ふれあいの森

野鳥の観察をしながら、森を歩きま
す。
どんな鳥がどんな声でさえずっている
のか、野鳥のくらしを覗いてみません
か？

小学生以上 200円
要事前申込
定員20名

堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

42 5/2(日) 苔玉講習会 堺市都市緑化センター 堺市堺区
堺市都市緑化センター

インテリアとしても人気の苔玉。
管理まで学べる、楽しい教室です。

どなたでも 1,500円 定員10名 堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

43 5/3(月祝) ふれあい緑地フェスティバル2021
豊中市環境部公園みどり
推進課

豊中市
ふれあい緑地

自然工作、れんげ摘み、昆虫採集、高
校生によるダンス、バンド演奏など、
様々な催し物を実施します。

一般 無料 詳細はHP参照
豊中市環境部公園みどり推進
課
TEL:06-6843-4121

http://www.city.toyonaka.osaka.jp/

44 5/3(月祝)、4(火祝) 苔テラリウム講習 堺市都市緑化センター 堺市堺区
堺市都市緑化センター

あなただけの世界を、ガラスビンの中
につくりませんか。

どなたでも 3,500円 定員10名 堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

45
5/3(月祝)～5/5(水
祝)

枚岡公園ウォークラリー 枚岡公園管理事務所 東大阪市
枚岡公園

管理事務所をスタートし、園内数ヶ所
のポイントに設置したキーワードを並
べ替えると、ある言葉になります。
正解した方、特製グッズをプレゼント
します。

一般 無料 先着20名 枚岡公園管理事務所
TEL:072-981-2516

http://hiraoka.osaka-park.or.jp/
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46 5/4(火祝)
みどりの日イベント
～河内木綿を育ててみませんか？
～

久宝寺緑地管理事務所

八尾市・東大阪市・大阪市
平野区
久宝寺緑地　中地区　子ど
も広場前

木綿の種をまいて、育てるイベントで
す。
是非この機会に、河内木綿に触れてみ
ませんか？

一般 無料 定員30名(先着)
久宝寺緑地管理事務所
TEL:072-992-2489

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/kyuhouji_top

47 5/4(火祝) 里山保全体験 堺自然ふれあいの森 堺市南区
堺自然ふれあいの森

里山の整備を体験します。 小学生を含む家族 200円 定員10名 堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

48 5/4(火祝) 野鳥観察会 (一財)大阪府みどり公社 大阪府民の森ちはや園地 初心者のための野鳥観察入門！
双眼鏡の使い方から、始めます。

一般 500円
(一財)大阪府みどり公社
TEL:06-6266-1038

http://osaka-midori.jp/mori/

49
5/4(火祝)（小雨決
行）

八十八夜の茶摘み体験
府・泉佐野丘陵緑地パー
ククラブ

泉佐野市
泉佐野丘陵緑地

公園ボランティア「パーククラブ」が
大切に育てたお茶の木で、茶摘みとお
茶づくりを体験してみませんか。
みんなでお茶をつくって、新茶の味を
楽しみます。
ぜひ、ご参加下さい。

小学生以上 300円 要事前申込：メール及び
窓口、電話にて受付

泉佐野丘陵緑地　パークセン
ター
TEL:072-467-2491

http://izumisano-kyuryo.jp/

50 5/5(水祝)
楽しむ、近くの低山ハイク
～チャレンジ！新緑の箕面おやこ
トレッキング～

メイプルハーツ企業共同
体　箕面公園管理事務所

箕面公園内および周辺山麓
集合：10:20　阪急箕面駅前

子どもと一緒に、山登りはじめてみた
い！
まずは街のすぐそば、箕面の森で探検
しながら、チャレンジしてみよう！
コース：箕面駅前－箕面公園内のハイ
キング道などで約6km。

未就学児～小学生
とその保護者

100円

要事前申込
定員親子20名
持ち物：昼食、飲料、お
やつ等、山歩きに適した
服装と靴
雨天中止
開催：10:30～14:00

箕面公園管理事務所
TEL:072-721-3014

http://www.mino-park.jp/

51 5/5(水祝) 裸足キッズ大集合！ せんなん里海公園
泉南郡岬町
せんなん里海公園　潮騒ビ
バレーコート

子どもの日特別イベントを開催しま
す。
砂の上でかけっこやサンダル飛ばし
等、裸足になって砂とふれあって、遊
んでいただきます。
1等賞になったらお菓子をプレゼン
ト。

裸足になってもよ
い幼稚園～小学生

無料 申込不要
せんなん里海公園管理事務所
TEL:072-494-2626

https://www.osaka-park.or.jp/rinkai/sennan/
main.html

52 5/5(水祝) 季節のパステルアート 堺市都市緑化センター 堺市堺区
堺市都市緑化センター

パステルを使い独自の技法で、優しい
作風に仕上げます。

どなたでも 1,500円 定員10名 堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

53 5/5(水祝) 森のおもちゃづくり (一財)大阪府みどり公社 大阪府民の森ちはや園地
木の実などを使って、かわいい森のお
もちゃを作ります。 一般 500円

(一財)大阪府みどり公社
TEL:06-6266-1038

http://osaka-midori.jp/mori/

54 5/6(木)
シャクヤクフラワーアレンジメント
教室

久宝寺緑地管理事務所

八尾市・東大阪市・大阪市
平野区
久宝寺緑地　ボランティア
ルーム

シャクヤクを贅沢に使った、フラワー
アレンジメントをつくりませんか？

一般 1,500円
要事前申込
定員各回15名(先着)

久宝寺緑地管理事務所
TEL:072-992-2489

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/
index.php/kyuhouji_top

55 5/8(土) 初夏の野鳥観察会 錦織公園指定管理グルー
プ

錦織公園内
初夏の野鳥観察会を行います。
望遠鏡をのぞきながら、初夏に見られ
る野鳥観察と、野鳥の解説をします。

18歳以上 無料
要事前申込：来所又は電
話にて受付
定員10名(先着)

錦織公園管理事務所
TEL:0721-24-1506
FAX:0721-24-0240

http://www.nishikori-park.jp/

56 5/8(土) 茶摘みと茶もみ体験 堺自然ふれあいの森
堺市南区
堺自然ふれあいの森 茶摘みと茶揉みを体験します。 小学生 200円 定員10名

堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

57 5/8(土)･9(日) 春の山野草展 堺市都市緑化センター 堺市堺区
堺市都市緑化センター

花の美しいものや、草姿の変わった山
野草の仲間を中心に、春から初夏の山
野草を展示します。

どなたでも 無料 定員なし
堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/
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58 5/9(日)
母の日プレゼント
フラワーアレンジメント教室

服部緑地指定管理グルー
プ

都市緑化植物園
第1スタジオ

大規模イベント、ママフェスタ内に
て、フラワーアレンジメントブースを
出展します。

一般
1,000円
(別途要入園料)

要事前申込：4/12(月)～
受付
定員各回18名
開催:11:00～12:00、
13:00～14:00　

服部緑地都市緑化植物園
TEL:06-6866-3621

http://hattori.osaka-park.or.jp/

59 5/9(日)
みのおこうえん自然観察会
～新緑の森の生きもの観察～

メイプルハーツ企業共同
体　箕面公園管理事務所

箕面公園内

小鳥のさえずりを聞きながら、新緑の
公園を観察します。
コバルトブルーにかがやくオオルリ
は、見えるかな？

一般
(小学生以下は保護
者同伴)

100円

要事前申込
定員20名
歩きやすい服装と靴
雨天中止
開催：10:00～12:00

箕面公園管理事務所
TEL:072-721-3014

http://www.mino-park.jp/

60 5/9(日)
クライミング体験講習会
施設利用・更新講習会

(一財)大阪府みどり公社 大阪府民の森ほしだ園地
・初心者を対象とした体験会、
・施設利用にあたっての講習等、
・3年毎の更新講習、を実施します。

小学4年生以上
体験、施設利用
3,000円、
更新2,500円

(一財)大阪府みどり公社
TEL:06-6266-1038

http://osaka-midori.jp/mori/

61 5/9(日) 森の工作会
キッズ・クラフト

(一財)大阪府みどり公社 大阪府民の森むろいけ園地 竹でつくるゴーカート、作って走らそ
う！！

一般 300円
(一財)大阪府みどり公社
TEL:06-6266-1038

http://osaka-midori.jp/mori/

62 5/11(火) 今月のガーデニング 堺市都市緑化センター
堺市堺区
堺市都市緑化センター

堺市都市緑化センター内のその月の植
物案内と、その後ガーデニング作業の
解説を行います。

どなたでも 無料 定員10名 堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

63 5/12(水) 春の自然観察会
豊中市立eMIRAIE環境
交流センター

豊中市
千里緑地

島熊山にある、数多くの樹木や草花を
観察します。 一般 無料

要事前申込：5/9締切
定員15名(先着)

豊中市立eMIRAIE環境交流セ
ンター
TEL:06-6844-8611

https://kankyokoryu.jp/

64 5/13(木) 趣味教養としての庭園管理講座 堺市都市緑化センター
堺市堺区
堺市都市緑化センター

庭木の手入れと管理方法を学びます。
計3回シリーズ(5/13･20･27) どなたでも 無料 定員10名

堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

65 5/13(木) 森のおさんぽ会 堺自然ふれあいの森 堺市南区
堺自然ふれあいの森

森や野原をのんびりおさんぽしなが
ら、生きものを観察します。

1～3才と保護者 200円 定員10名 堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

66 5/13(木) 森のおはなし会 堺自然ふれあいの森 堺市南区
堺自然ふれあいの森

絵本の読み聞かせなどを、親子で一緒
に楽しみます。

未就学児と保護者 無料 定員15名 堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

67 5/13(木)
第26回
交野しぜんしらべたい

交野みどりネット 倉治公園 倉治公園からサワガニの小路を通っ
て、動植物や虫を歩いて調べます。

一般 無料 詳細はHP参照
交野みどりネット事務局(環境
衛生課内)
TEL:072-892-0121

http://midorinet.main.jp/event/

68 5/14(金) 第42回さつき盆栽花季展 堺市都市緑化センター 堺市堺区
堺市都市緑化センター

さつき盆栽を席飾りで展示していま
す。
展示即売も行います。

どなたでも 無料
定員10名
※5/16(日)まで開催

堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

和
歌
山
県

1 4/25(日) 春の草花・昆虫採集 こども科学館 せせらぎ公園 せせらぎ公園で親子で、春の草花の観
察及び昆虫採集を行います。

子供とその保護者 無料

開催10:00～12:00
要事前申込：電話受付4/7
～4/17
定員20家族(抽選)

和歌山市立こども科学館
TEL:073-432-0002

www.kodomo123.jp/

2 5/9(日) 春の生き物を観察しよう ふるさと自然公園センタ
ー

鳥の巣周辺 豊かな自然が残されており、春や初夏
の色々な生物がみられます。

小･中･高校生、
一般

無料

要事前申込：前日までに
ハガキまたはFAX・電子
メールで住所・氏名・年
齢・電話番号を連絡

ふるさと自然公園センター
TEL&FAX:0739-25-7252
Email:hikiiwa@mb.aikis.or.jp

http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/
center-nittei.html

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
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鳥
取
県

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

島
根
県

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/

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
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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

山
口
県

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/

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/
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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 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/

22

http://kirara-h.com/
https://misakanaturalforest.com/
https://sanukimannopark.jp/
https://www.donguri-net.com/land/
https://www.pref.kagawa.lg.jp/goshikidaishonen/goshikidai_shonen/index.html
http://e-mikado.jp/
http://e-mikado.jp/


香
川
県

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/

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

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
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愛
媛
県

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/

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/
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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
県

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/

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

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
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島
県

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/

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/
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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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