
【別紙１】

7/26(日) 生き物探し
洞爺湖ビジターセンター等利
用協議会

北海道東川町
旭岳温泉周辺

旭岳温泉周辺
（5km）

8:30 / 東川町改善センター 親子 100円 小雨決行
東川自然保護官事務所
TEL : 0166-82-2527

7/26(日) 自然公園クリーンデー 支笏湖自然保護官事務所
北海道千歳市
支笏湖畔

湖畔歩道及び紋別岳
登山道
(15km)

9:45 / 休暇村支笏湖 一般 100円
天候状況により参加者へ
連絡

支笏湖自然保護官事務所
TEL : 0123-25-2350

8/1(土)
～7(金)

七夕飾りを作ろう
洞爺湖ビジターセンター等利
用協議会

北海道阿寒郡
鶴居村

キラコタン岬
（どさんこ牧場～
岩井内間の15Km）

8：30 / 釧路自然環境事務所 親子  100円
雨天中止
往復葉書、FAX等による受
付

釧路湿原自然保護官事務所
TEL : 0154-56-2346
(平日8:30～17:30)

8/5(水) 自然観察講座
東川自然保護官事務所・東
川町

北海道目梨郡
羅臼町

羅臼温泉園地歩道 9:00 / 羅臼ビジターセンター 一般
有

（保険代）
羅臼自然保護官事務所
TEL : 0153-87-2402

8/8(土)
自然観察講座ー東大雪の自然を
体験

環境省・上川町公民館
北海道釧路市
阿寒町阿寒湖温泉

パンケトー四ノ沢～ペ
ンケトー往復
(5km)

10:00 / 阿寒湖畔キャンプハウス 一般 1,000円
小雨決行
弁当持参

阿寒湖畔エコミュージアムセンター
TEL : 0154-67-4100

8/15(土) 湖遊び
洞爺湖ビジターセンター等利
用協議会

北海道弟子屈町
川湯

北海道自然歩道線
（片道約７Km）

8:30 / 川湯エコミュージアムセンター 一般 300円 参加費は保険料の実費
川湯エコミュージアムセンター
TEL : 015-483-4100

8/16(日) 自然観察会 支笏湖自然保護官事務所 青森県青森市 雛岳登山道 申込者にお知らせ 一般
100円

（保険料）
 要事前申込

十和田自然保護官事務所
TEL : 0176-75-2728

7月中旬
～8下旬

サブレンジャーによる湿原の解説・
清掃活動

稚内自然保護官事務所
秋田県仙台市
乳頭温泉郷

東北自然歩道
（約6Km）

9:00 / 休暇村乳頭温泉郷 一般
2,000円

（保険料・資料代・昼食
代）

鹿角自然保護官事務所
TEL : 0186-30-0330

8月上旬
～8月中旬

サブレンジャーによる自然解説 支笏湖自然保護官事務所
秋田県北秋田市
森吉山麓

ノ口川登山道 10:00 / 森吉山野生鳥獣センター 一般
100円

（保険料）
秋田自然保護官事務所
TEL : 018-867-8588

7/21(月)
～8/20(水)

ボッケツアーガイド
阿寒湖畔エコミュージアムセ
ンター運営推進協議会

北海道釧路市
阿寒湖畔　ボッケ　遊歩道

阿寒国立公園
期間中、ボッケ遊歩道でツアーガイド
を実施

一般 無 合計10回実施 阿寒湖畔エコミュージアムセンター http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

8/1(土)
釧路湿原
クリーンデー

釧路湿原国立公園連絡協議
会

北海道釧路市北斗 釧路湿原国立公園
全国一斉クリーンデーの清掃活動と自
然観察会の実施

一般 無
釧路市自然環境政策課
0154-31-4594

http://city.hokkai.or.jp/~kkr946/

8/2(日)
夏の湿原
花ハイク

釧路湿原国立公園連絡協議
会

北海道阿寒郡鶴居村温根
内

釧路湿原国立公園
釧路湿原内温根内木道を散策しなが
ら湿原の夏の花の観察会

一般 無
温根内ビジターセンター
0154-65-2323

http://city.hokkai.or.jp/~kkr946/shisetsu_onnenai.ht
ml

8/2(日)
クリーンデーキャンペーン　雌阿寒
岳清掃登山

阿寒湖畔エコミュージアムセ
ンター運営推進協議会

北海道
雌阿寒岳

阿寒国立公園 雌阿寒岳を登山しながらの清掃 一般 無 雨天中止 阿寒湖畔エコミュージアムセンター http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

8/2(日)
クリーンデーキャンペーン　オンネ
トー周辺清掃

阿寒湖畔エコミュージアムセ
ンター運営推進協議会

北海道
足寄町　オンネトー

阿寒国立公園 オンネトー周辺遊歩道清掃 一般 無 雨天中止 阿寒湖畔エコミュージアムセンター http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

8/2(日)
クリーンデーキャンペーン　ボッケ
クリーンウォーク

阿寒湖畔エコミュージアムセ
ンター運営推進協議会

北海道釧路市
阿寒湖畔　ボッケ　遊歩道

阿寒国立公園 ボッケを案内しながらの清掃 一般 無 雨天決行 阿寒湖畔エコミュージアムセンター http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

8/2（日） 屈斜路後クリーンデー
屈斜路カルデラ自然ふれあ
い推進協議会

北海道川上郡弟子屈町屈
斜路湖畔

阿寒国立公園
全国一斉クリーンデーの清掃活動と自
然観察会の実施

一般 無
川湯エコミュージアムセンター
015-483-4100

http://www6.marimo.or.jp/k_emc/

8/3(月)
～16(日)

クラフト教室
屈斜路カルデラ自然ふれあ
い推進協議会

北海道川上郡弟子屈町川
湯温泉

阿寒国立公園
夏休み期間中にクラフト教室を開催
し、クラフトの製作・創作

親子・小学生 無 1日10名
川湯エコミュージアムセンター
015-483-4100

http://www6.marimo.or.jp/k_emc/

8/9(日)
ザリガニ
ウォッチング

釧路湿原国立公園連絡協議
会

北海道阿寒郡鶴居村温根
内

釧路湿原国立公園
釧路湿原国立公園内で特定外来生物
ウチダザリガニを釣って観察

一般 無
温根内ビジターセンター
0154-65-2323

http://city.hokkai.or.jp/~kkr946/shisetsu_onnenai.ht
ml
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8/14（金）
～16(日)

夏休み企画「阿寒の自然スライド
ショー」

阿寒湖畔エコミュージアムセ
ンター運営推進協議会

北海道釧路市
阿寒湖畔エコミュージアム
センター

阿寒国立公園
レクチャー室を使って、一般を対象に1
日2回、阿寒の自然を紹介するスライド
ショーを実施。

一般 無
最終日のみ1日3回行い、
合計7回実施

阿寒湖畔エコミュージアムセンター http://business4.plala.or.jp/akan-eco/

8/22(土) 知るを楽しむ・塘路街中ウォーク
釧路湿原国立公園連絡協議
会

北海道川上郡標茶町塘路 釧路湿原国立公園 塘路湖市街地の散策を行う 一般 無
塘路湖エコミュージアムセンター
015-487-3003

http://city.hokkai.or.jp/~kkr946/shisetsu_touroko.ht
ml

7/24（金） 北八甲田高田大岳登山 自然公園財団十和田支部 北八甲田（青森市）
十和田八幡平国立公
園

自然観察会 一般 有
自然公園財団十和田支部
TEL：0176-75-2368

7月下旬 キャンプ体験
酸ヶ湯集団施設地区運営協
議会

酸ヶ湯（青森市）
十和田八幡平国立公
園

1日目は酸ヶ湯キャンプ場でキャンプ体
験、2日目は北八甲田・大岳登山

一般 有
十和田自然保護官事務所
TEL：0176-75-2728

8/7（金） 赤沼探鳥会 自然公園財団十和田支部 蔦（十和田市）
十和田八幡平国立公
園

自然観察会 一般 有
自然公園財団十和田支部
TEL：0176-75-2368

7/20（月） 秋田駒ヶ岳自然観察会 休暇村乳頭温泉郷 秋田駒ヶ岳
十和田八幡平国立公
園

コマクサ観察会 一般 有
休暇村乳頭温泉郷
TEL：0187-46-2244

8/3（月） 秋田駒ヶ岳自然観察会 休暇村乳頭温泉郷 秋田駒ヶ岳
十和田八幡平国立公
園

ハクサンシャジン観察会 一般 有
休暇村乳頭温泉郷
TEL：0187-46-2244

8/8（土） 星空観察会 自然公園財団八幡平支部 八幡平ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ
十和田八幡平国立公
園

夏の夜空観察会 一般 有
八幡平ビジターセンター
TEL：0186-31-2714

8/1（土） 「田老クリーントレッキング」
宮古ビジターセンター運営協
議会

田老海岸
陸中海岸国立公園

樫内浜～栃内浜へ漂着ゴミなどを清掃
をしながらトレッキング

健脚者 有
宮古市商業観光課
TEL：0193-87-2973

8/8（土） 「サマーナイトハイクin浄土ヶ浜」
宮古ビジターセンター運営協
議会

浄土ヶ浜
陸中海岸国立公園

夜の浄土ヶ浜を歩きながら自然解説
（夜の動植物の観察、浄土ヶ浜、漁
火、月光浴、スターウォッチング等）。

一般 有
宮古市商業観光課
TEL：0193-87-2973

8/9（日） 「カヤックで海の上から浄土ヶ浜」
宮古ビジターセンター運営協
議会

浄土ヶ浜
陸中海岸国立公園

シーカヤックでトレッキングしながら、
普段見ることのない海からの眺めを楽
しむ。

一般 有
宮古市商業観光課
TEL：0193-87-2973

7/27(月) 弥陀ヶ原のお花畑を楽しもう
月山ビジターセンター運営協
議会

月山 磐梯朝日国立公園 月山八合目弥陀ヶ原の花の観察会 一般 有
月山ビジターセンター
TEL：0235-62-4321

7/26(日).
27（月）

体感!!子どもパークレンジャー事業
「マタギの知恵キャンプ」

西目屋自然保護官事務所 青森県中津軽郡西目屋村
白神山地世界自然遺
産地域

世界遺産白神山地に息づくマタギの文
化を学ぶキャンプ。

小学3年生から中学生
保護者

有
NPO法人岩木山自然学校
TEL：0172-83-2670

8/8(土).
9（日）

体感!!子どもパークレンジャー事業
「漁師と調べる！岩木川の魚たち
キャンプ」

西目屋自然保護官事務所 青森県北津軽郡中泊町
白神山地世界自然遺
産地域

白神山地から流れる岩木川をたどり、
岩木川流域で暮らす人と自然の関係
を学ぶキャンプ。

小学3年生から中学生
保護者

有
NPO法人岩木山自然学校
TEL：0172-83-2670

8/9（日） 白神山地晩秋のブナを見る集い
白神山地世界遺産センター
（藤里館）活動協議会

白神山（藤里町）
白神山地世界自然遺
産地域

自然観察会 一般 有
白神山地世界遺産センター（藤里
館）
TEL：0185-79-3001

8/2(日） ブナ林で自然を観察
ＮPO法人冒険の鍵クーン、秋
田自然保護官事務所共催

秋田県北秋田市森吉山周
辺

森吉山鳥獣保護区
環境学習会(特にブナ林に生息する野
鳥の観察）

児童
保護者

有
ＮPO法人冒険の鍵クーン
TEL：0186-72-3168

8/16（日） 奥森吉のスギ原生林を訪ねる
森吉山野性鳥獣センター運
営協議会

秋田県北秋田市森吉山周
辺

森吉山鳥獣保護区
自然観察会（天然記念物「桃洞スギ」
の観察）

一般 有
秋田自然保護官事務所
TEL：018-867-8588

毎月
第2・4月曜

（7/27・
8/10）

レンジャーと歩こう 那須自然保護官事務所 那須自然研究路 日光国立公園
那須自然研究路をレンジャーと歩きな
がら、那須の自然と季節の移ろいを楽
しむ（往復2時間）

一般（小学生以上） 無
那須自然保護官事務所
0287-76-7512

http://www.env.go.jp/park/nikko/effort/data/observ
ation1.pdf

東
北
地
方
環
境
事
務
所
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7/24（金） 江戸時代の東海道を歩く
箱根地域自然に親しむ運動
実行委員会（箱根町担当）

神奈川県足柄下郡箱根町
（恩賜箱根公園～畑宿）

富士箱根伊豆国立公
園

旧東海道の石畳を歩きます。 一般 有 雨天中止
箱根ビジターセンター
(tel:0460-84-9981)

http://www.env.go.jp/park/fujihakone/index.html

8/７（金）
涼を求めて芦ノ湖東岸で自然観察
と森林浴

箱根地域自然に親しむ運動
実行委員会（環境省担当）

神奈川県足柄下郡箱根町
（箱根園～湖尻ターミナ
ル）

富士箱根伊豆国立公
園

緑に囲まれた芦ノ湖畔で動植物を観
察します。国立公園○×クイズにも挑
戦します。

一般 有 雨天中止
箱根ビジターセンター
(tel:0460-84-9981)

http://www.env.go.jp/park/fujihakone/index.html

8/6（木）
「箱根火山　実験めぐり！」～環境
省子どもパークレンジャー事業～

環境省箱根自然環境事務所
神奈川県足柄下郡箱根町
（大涌谷湖尻自然探勝歩
道）

富士箱根伊豆国立公
園

国立公園で働くパークレンジャーと一
緒に、自然と歴史いっぱいの大涌谷ハ
イキングコースで色んな実験や観察を
して箱根火山のふしぎを発見ます。

小学４～６年生 有
雨天実施
（荒天中止）

環境省箱根自然環境事務所
（tel:0460-84-8727）

http://www.env.go.jp/park/fujihakone/index.html

8/1（土）～
8/23（日）

夏休みビジターセンター活動
　早朝観察会（毎日・計23回）

環境省・箱根自然解説活動
連絡協議会

神奈川県足柄下郡箱根町
（箱根ビジターセンター周
辺）

富士箱根伊豆国立公
園

夏休み期間中、ビジターセンター周辺
を野鳥や草花を観察しながら歩きま
す。

一般 無 雨天中止
箱根ビジターセンター
(tel:0460-84-9981)

http://www.mmjp.or.jp/HakoneVisitorCenter/

8/1（土）～
8/23（日）

夏休みビジターセンター活動
　大涌谷観察会（毎日・計23回）

環境省・箱根自然解説活動
連絡協議会

神奈川県足柄下郡箱根町
（箱根ビジターセンター～
大涌谷）

富士箱根伊豆国立公
園

夏休み期間中、ビジターセンターを出
発し、大涌谷まで自然観察をしながら
往復します

一般 無 雨天中止
箱根ビジターセンター
(tel:0460-84-9981)

http://www.mmjp.or.jp/HakoneVisitorCenter/

8/1（土）～
8/23（日）

夏休みビジターセンター活動
　クラフト教室（毎日・計23回）

環境省・箱根自然解説活動
連絡協議会

神奈川県足柄下郡箱根町
（箱根ビジターセンター・多
目的ホール）

富士箱根伊豆国立公
園

夏休み期間中、木の実や種を使って
キーホルダーやブローチを作ったり、
竹とんぼ作りをします。

一般 有
箱根ビジターセンター
tel:0460-84-9981)

http://www.mmjp.or.jp/HakoneVisitorCenter/

7/26（日） 石徹白道刈
石徹白十三人衆
協力：白山自然保護官事務
所

岐阜県郡上市白鳥町石徹
白地区

白山国立公園
石徹白大スギから銚子ヶ峰までの登
山道の草刈り作業と清掃登山。

小学生高学年～一般 有 要申込
郡上市白鳥振興事務所内　産業建
設課
0575-82-3113

8/2(土） レンジャーと行く白山国立公園 中部地方環境事務所 白山国立公園内 白山国立公園
白山国立公園内を環境省レンジャー
がご案内します。お花や野鳥を観察し
ながら国立公園に親しみます。

小学生～一般 有 要申込
白山自然保護官事務所
0761-98-2903

8/2（日）
～8/7（金）

白山しらみね自然体験村

白山しらみね自然体験村実
行委員会
協力：白山自然保護官事務
所

石川県白山市白峰 白山国立公園
白峰の自然と文化を体験し、一泊二日
の白山登山にもチャレンジします。

小学３年生～
中学２年生

有 要申込
白山市教育委員会白峰分室0761-
98-2300

8/1（土） ハマボウと干潟の生きもの観察会
伊勢志摩国立公園自然ふれ
あい推進協議会

三重県度会郡南伊勢町 伊勢志摩国立公園 ハマボウや干潟の生物の観察 一般 無
横山ビジターセンター
0599-44-0567

http://www.yokoyama-vc.jp/

8/16（日） ガイドと歩く盛夏の横山
伊勢志摩国立公園自然ふれ
あい推進協議会

三重県志摩市阿児町 伊勢志摩国立公園
横山展望台付近の動植物の観察と散
策

一般 無
横山ビジターセンター
0599-44-0567

http://www.yokoyama-vc.jp/

8/20（木） タイドプールのいきものワールド
伊勢志摩国立公園自然ふれ
あい推進協議会

三重県志摩市志摩町 伊勢志摩国立公園 潮だまりにいる海の生物の観察 一般 無
横山ビジターセンター
0599-44-0567

http://www.yokoyama-vc.jp/

7/26（土） 夏休み！潮だまり観察会 中部地方環境事務所
愛知県名古屋市藤前干潟

（藤前活動センター）
国指定藤前干潟鳥獣
保護区

藤前干潟の周辺にある「潮だまり」に
入り、そこに生きる生物の不思議を考
える。

一般 未定
藤前活動センター
052-309-7260

-

8/6（木） 夏休み！干潟観察会 中部地方環境事務所
愛知県名古屋市藤前干潟

（藤前活動センター）
国指定藤前干潟鳥獣
保護区

藤前干潟の中に直接入り、生き物の
不思議や干潟の変化を体験する。

一般 未定
藤前活動センター
052-309-7260

-

8/20（木） 夏休み！カニかにウオッチング 中部地方環境事務所
愛知県名古屋市藤前干潟

（藤前活動センター）
国指定藤前干潟鳥獣
保護区

藤前干潟の周辺にある「潮だまり」
に入り、そこに生きるカニをテーマ
に生物多様性を感じる。

一般 未定
藤前活動センター
052-309-7260

-

7/25（土） 浅間山トレッキング
鹿沢インフォメーションセン
ター運営協議会

浅間山麓 上信越高原国立公園
黒斑表コース→蛇骨→Jバンド→火山
館→浅間山荘と浅間火山を楽しめる
コースとなっています。

健脚である方 有 鹿沢インフォメーションセンター http://www.kazawa.jp/event-detail.php?no=1

7/26（日）
～ニッコウキスゲと嬬恋清水～
四阿山トレッキング

嬬恋村（共催：鹿沢インフォ
メーションセンター運営協議
会）

嬬恋村干俣 上信越高原国立公園
日本百名山の一つである四阿山に登
るトレッキングツアーです。

健脚である方 有 鹿沢インフォメーションセンター http://www.kazawa.jp/event-detail.php?no=1
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【別紙１】平成21年度「自然に親しむ運動」行事実施計画（環境省主催・共催分）

国立公園名等 行事概要 参加費 備　考参加対象 ホームページアドレス問い合わせ先期　日 行事名 開催地主催者

8/1(土)
～8/16(日)

夏休み自然教室
妙高高原自然保護官事務
所、妙高高原ビジターセン
ター共催

新潟県妙高市
笹ヶ峰及び池の平

上信越高原国立公園
パークボランティアによるビジターセン
ター周辺のガイドウォーク、工作教室、
スライド上映等。

一般 有 小雨決行
妙高高原自然保護官事務所
0255-86-2441

7/10（金）
～8/2（日）

きんきの豊かな自然
近畿地方環境事務所・京都
御苑管理事務所

京都御苑内閑院宮邸跡 吉野熊野・山陰海岸

各国立公園の利用促進を図るため、
関係機関と協力し、パネル、国立公園
写真、標本等を展示すると共に、御苑
内でミニエコツアーや大台ヶ原の魅力
などの講話を行う。

一般 無 毎週月曜日休館
近畿地方環境事務所、京都御苑管
理事務所

8/4(火).
8/5(水)

赤穂自然観察会(2回)
神戸自然保護官事務所・赤
穂市教育委員会

兵庫県赤穂市
瀬戸内海国立公園
（西播地域）

海岸植物や動物の観察と植物の押葉
標本作りを通して自然にふれあう。

小学３年生以上 無
赤穂市教育研究所
0791-42-2326

7/21(火）
～8/20

（木）　　但
し8/18・19

を除く

スノーケル教室
竹野スノーケルセンター運営
協議会

豊岡市竹野町　竹野スノー
ケルセンター・ビジターセン
ター

山陰海岸国立公園

竹野スノーケルセンター・ビジターセン
ター前の大浦海岸においてスノーケリ
ングを行い、海の生き物の観察を行う
もの。

小学4年生以上 有
海況により中止することが
ある。

竹野スノーケルセンター・ビジターセ
ンター
0796-47-1932

http://www.takeno-scvc.jp/

7/21(火）
～8/20

（木）　　但
し8/18・19

を除く

磯観察教室
竹野スノーケルセンター運営
協議会

豊岡市竹野町　竹野スノー
ケルセンター・ビジターセン
ター

山陰海岸国立公園
竹野スノーケルセンター・ビジターセン
ター前の大浦海岸において磯の生き
物を採取し、観察を行うもの。

幼稚園以上 有
海況により中止することが
ある。

竹野スノーケルセンター・ビジターセ
ンター
0796-47-1932

http://www.takeno-scvc.jp/

7/21(火）
～8/20
（木）

カヌー教室
竹野スノーケルセンター運営
協議会

豊岡市竹野町竹野スノー
ケルセンター・ビジターセン
ター

山陰海岸国立公園

竹野スノーケルセンター・ビジターセン
ター前の大浦海岸周辺をカヌーで巡回
しジオパーク（地質公園）の観察を行う
もの。

小学4年生以上 有
海況により中止することが
ある。

竹野スノーケルセンター・ビジターセ
ンター
0796-47-1932

http://www.takeno-scvc.jp/

7/26(日) 海夢くんのホリデイ研究室
竹野スノーケルセンター運営
協議会

豊岡市竹野町竹野スノー
ケルセンター・ビジターセン
ター

山陰海岸国立公園
竹野スノーケルセンター・ビジターセン
ター前の大浦海岸において夜の磯探
検を行い、海ホタルの観察を行うもの。

一般 有
海況により中止することが
ある。

竹野スノーケルセンター・ビジターセ
ンター
0796-47-1932

http://www.takeno-scvc.jp/

8月中旬
大台ヶ原地区パークボランティア自
然観察ハイキング

吉野自然保護官事務所 奈良県大台ヶ原 吉野熊野国立公園
東大台ヶ原を歩きながら、五感を使っ
て自然を感じ、自然とふれあうきっか
け作りとする。

一般 有
吉野自然保護官事務所
0746-34-2202

http://kinki.env.go.jp/nature/odaigahara/odai_top.ht
m

7/25(土)
8/8(土)
8/9(日)
8/15(土)
8/16(日)

アクティブ・レンジャー観察会～苔
の森でミニエコツアー～(2回×5日)

吉野自然保護官事務所 奈良県大台ヶ原 吉野熊野国立公園
東大台の苔探勝路をアクティブレン
ジャーの案内により楽しみながら散策
する。

一般 有
吉野自然保護官事務所
0746-34-2202

http://kinki.env.go.jp/nature/odaigahara/odai_top.ht
m

7/26(日）
8/20（木）

　串本海中観察会
 ～スノーケルでサンゴの海を体験
しよう！～　（2回）

熊野自然保護官事務所、和
歌山県

和歌山県東牟婁郡串本町
串本海中公園2号地区

吉野熊野国立公園
スノーケリングによって、サンゴ群集が
広がる串本海中公園地区の優れた景
観を観察する。

小学4年生以上（小学
生は保護者同伴）

有 悪天時延期
熊野自然保護官事務所
0735-22-0342

http://kinki.env.go.jp/to_2009/0527a.html

中
国
四
国
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方
環
境
事
務
所

7/26(日)
8/9（日）

大山ブナの森観察会&木工教室
（２回)

米子自然環境事務所、（財）
自然公園財団鳥取支部大山
事業所共催

鳥取県西伯郡大山町　下
山野営場学習歩道と大山
情報館

大山隠岐国立公園
下山野営場学習歩道で自然観察会を
行うとともに、大山情報館でブナの木
材を使った木工教室を行う。

一般 有 小雨決行
（財）自然公園財団鳥取支部大山事
業所　0859-52-2165

7/20(月)
～8/31(月)

企画展「国立公園」 五色台学運営協議会
香川県坂出市大越町木沢
五色台ビジターセンター

瀬戸内海国立公園
国立公園の基礎知識、利用方法の紹
介と、瀬戸内海国立公園を中心とし
た、四国内の国立公園の案内

全て 無
五色台学運営協議会
0877－47－2479（担当：水沼）

goshikidai-vc@ac.auone-net.jp

8月中旬
（調整中）

親子で歩こう!       瀬戸内の島
（仮）

松山自然保護官事務所 愛媛県今治市小島など 瀬戸内海国立公園
瀬戸内の島へ渡り、様々な視点から自
然や歴史を見て学ぶ

親子 有 詳細打合せ中
松山自然保護官事務所
089-931-5803（担当：永田）

7/26（日）
阿蘇の自然に親しむ集い「南阿蘇
の水源を巡ろう」

九州地方環境事務所・PV 南阿蘇村
阿蘇くじゅう
国立公園

南阿蘇鉄道を利用し「白川水源」以外
の南阿蘇村に散在する6ヶ所の水源を
巡ります。

どなたでも 100円
別途交通費（740円）が必
要です。

阿蘇自然環境事務所
TEL:0967-34-0254

事
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【別紙１】平成21年度「自然に親しむ運動」行事実施計画（環境省主催・共催分）

国立公園名等 行事概要 参加費 備　考参加対象 ホームページアドレス問い合わせ先期　日 行事名 開催地主催者

8/8(土）
阿蘇野草園で、
いきものみっけ！

九州地方環境事務所・休暇
村南阿蘇

南阿蘇ビジターセンター／
阿蘇野草園

阿蘇くじゅう
国立公園

身近な自然に親しむきっかけつくり
として呼びかけている「いきもの
みっけ」にあわせて開催、野草園で
みられるさまざまないきものを観察
します。

小学生以上／親子 100円
南阿蘇ビジターセンター／0967-62-
0911

http://www1.ocn.ne.jp/~aso-vc/

8/15（土） バードウォッチング入門
九州地方環境事務所・休暇
村南阿蘇

南阿蘇ビジターセンター／
阿蘇野草園

阿蘇くじゅう
国立公園

阿蘇野草園を散策しながら、コゲラや
アオゲラなどのキツツキ、シジュウカラ
やゴジュウカラなどさまざまな野鳥を観
察します。

小学生以上 無 雨天中止
南阿蘇ビジターセンター／0967-62-
0911

http://www1.ocn.ne.jp/~aso-vc/

随時開催
（10:00～
16:00）

ミニクラフト教室
九州地方環境事務所・休暇
村南阿蘇

南阿蘇ビジターセンター／
阿蘇野草園

阿蘇くじゅう
国立公園

野草園で拾った小枝や木の実を使っ
て、カブトムシやトンボなど色々な物を
作って遊びます。

どなたでも 300円 10名以上は要予約
南阿蘇ビジターセンター／0967-62-
0911

http://www1.ocn.ne.jp/~aso-vc/

随時開催
（10:00～
16:00）

個別ガイドウォーク
九州地方環境事務所・休暇
村南阿蘇

南阿蘇ビジターセンター／
阿蘇野草園

阿蘇くじゅう
国立公園

野草園をもっと親しんで頂くための、３
０分程度のミニガイドです。

どなたでも 無 10名以上は要予約
南阿蘇ビジターセンター／0967-62-
0911

http://www1.ocn.ne.jp/~aso-vc/

7/26（日） 探鳥会
九州地方環境事務所・くじゅう
地区パークボランティアの会

九重町長者原（タデ原湿
原）

阿蘇くじゅう国立公園
鳥の活動時間帯である早朝にタデ原
で見られる野鳥の観察会を行う。

一般 有 雨天中止
長者原ビジターセンター
０９７３-７９-２１５４

7/25(土)
平成新山スケッチ大会～間近で平
成新山を描こう！～

主催：九州地方環境事務所
共催：自然公園財団雲仙支
部

長崎県島原市南千本木垂
木大地

雲仙天草国立公園
間近に聳える平成新山を観察しながら
スケッチを行う。

一般 無
平成新山ネイチャーセンター
０９５７-63-6752

http://www12.ocn.ne.jp/~hnc/

7/26(日)
さがそう！しらべよう！木や草にか
くれている虫たち～昆虫自由研究
～

主催：九州地方環境事務所
共催：休暇村雲仙

長崎県雲仙市小浜町諏訪
の池

雲仙天草国立公園
木や草に隠れている昆虫を様々な方
法で捕まえ、観察を行う。

一般 有
雲仙諏訪の池ビジターセンター
0957-76-5010

http://www.h2.dion.ne.jp/~suwavc

7/26(日) 白嶽湿地動植物観察ハイキング
主催：九州地方環境事務所
共催：天草自然公園ボラン
ティア協会

熊本県上天草市松島総合
センター「アロマ」

雲仙天草国立公園 白嶽湿地の動植物の観察会 小学3年生以上 500円
天草自然保護官事務所
0969-23-8366

8/1(土)
自然に親しむ「高千穂河原自然教
室」

主：環境省　　共：財団・ＰＶ
鹿児島県霧島市高千穂河
原

霧島屋久
高千穂河原周辺の散策路において、
定点自然ガイドを参加者が地図を片手
に巡る、ウォークラリーを行う。

一般（親子） 300 雨天中止
えびの自然保護官事務所
０９８４－３３－１１０８

http://kyushu.env.go.jp/

8/9（日）
自然に親しむ「えびの高原自然教
室」

主：環境省　　共：財団・ＰＶ
宮崎県えびの市
えびの高原

霧島屋久
昆虫や鳥などの観察を通し、夏でも涼
しいえびの高原の自然に親しむ。

一般（親子） 300 雨天中止
えびの自然保護官事務所
０９８４－３３－１１０８

http://kyushu.env.go.jp/

8月9日 ヤマネコ博士学校 対馬野生生物保護センター
対馬野生生物保護セン
ター

壱岐・対馬国定公園
ヤマネコの調査方法を体験し、普段見
ることのできないヤマネコを身近に感
じてみよう！

小学校３年生以上 100円 0920－84－5577 http://www.tsushima-yamaneko.jp/

8月予定 (体験教室）昆虫標本をつくろう
やんばる自然体験活動協議
会

やんばる野生生物保護セ
ンター

－
チョウ、セミ、甲虫、３種類の昆虫標本
を作製する

小中学生 無
やんばる野生生物保護センター
0980-50-1025

－

8月予定 (体験教室）草木染め
やんばる自然体験活動協議
会

やんばる野生生物保護セ
ンター

－
身近な植物、ゲットウ、フクギ、センダ
ングサ等で簡単にできる草木染めを体
験する

小中学生 有 ハンカチ代
やんばる野生生物保護センター
0980-50-1025

－

8月予定
(体験教室）海辺の漂流物でクラフ
ト作り

やんばる自然体験活動協議
会

やんばる野生生物保護セ
ンター

－
海辺の漂流物サンゴのかけら、貝殻、
流木を使ったランプシェード作りを体験
する

小中学生 無
やんばる野生生物保護センター
0980-50-1025

－

8/2(日)
夏休み自由研究企画『海人の知恵
に学べ!!』

漫湖水鳥・湿地センター管理
運営協議会

沖縄県豊見城市漫湖水
鳥・湿地センター

国指定　漫湖鳥獣保
護区

漫湖で魚を捕まえ、観察したり、海人
の話を聞いたりします。

無
漫湖水鳥・湿地センター
TEL：098－840-5121

http://www.geocities.jp/manko_mizudori/

8/5(水)
夏休み自由研究企画『マングロー
ブって何???』

漫湖水鳥・湿地センター管理
運営協議会

沖縄県豊見城市漫湖水
鳥・湿地センター

国指定　漫湖鳥獣保
護区

漫湖や沖縄のマングローブをはじめ、
世界のマングローブの話を聞くことが
できます。

小学生以上 無
漫湖水鳥・湿地センター
TEL：098－840-5121

http://www.geocities.jp/manko_mizudori/

8/8(土)
夏休み自由研究企画『マングロー
ブの恵み!!』マングローブ染めのエ
コバックをつくろう!!

漫湖水鳥・湿地センター管理
運営協議会

沖縄県豊見城市漫湖水
鳥・湿地センター

国指定　漫湖鳥獣保
護区

漫湖のマングローブを有効に使って、
マングローブ染めで、エコバックをつく
ります。

小学生以上 有
漫湖水鳥・湿地センター
TEL：098－840-5121

http://www.geocities.jp/manko_mizudori/
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国立公園名等 行事概要 参加費 備　考参加対象 ホームページアドレス問い合わせ先期　日 行事名 開催地主催者

8/9(日)
夏休み自由研究企画『めざせ!!漫
湖のカニ博士?!』

漫湖水鳥・湿地センター管理
運営協議会

沖縄県豊見城市漫湖水
鳥・湿地センター

国指定　漫湖鳥獣保
護区

漫湖のカニを捕まえ、どんな種類のカ
ニがいるか観察します。

小学生以上 無
漫湖水鳥・湿地センター
TEL：098－840-5121

http://www.geocities.jp/manko_mizudori/

8月
夏休み自由研究企画『泥の中には
何がいる?!』

漫湖水鳥・湿地センター管理
運営協議会

沖縄県豊見城市漫湖水
鳥・湿地センター

国指定　漫湖鳥獣保
護区

潟スキーを使って、漫湖干潟へくりだ
し、泥の中の生きものを観察します。

無
漫湖水鳥・湿地センター
TEL：098－840-5121

http://www.geocities.jp/manko_mizudori/

8月
夏休み自由研究企画『鳥は卵から
描ける?!』

漫湖水鳥・湿地センター管理
運営協議会

沖縄県豊見城市漫湖水
鳥・湿地センター

国指定　漫湖鳥獣保
護区

野鳥の写真を見ながら、鳥の体のつく
り、動き等を考え、鳥の絵を描きます。

小学生以上 無
漫湖水鳥・湿地センター
TEL：098－840-5121

http://www.geocities.jp/manko_mizudori/

7月
中旬

海の自然教室
（第1回）

那覇自然環境事務所 真栄里海岸 西表石垣国立公園
スノーケリングによりサンゴをはじめと
する海の生き物を観察し、自然を大切
にする心を育む。

小4
以上

無
石垣自然保護官事務所
（0980-82-4768)

7/25（土） ガイドウォーク 新宿御苑管理事務所 新宿御苑内（東京都）
新宿御苑パークボランティアがガイドと
なり、この時期のみどころを中心に園
内を散策する。

一般 無
当日参加・午前午後各１回
ずつ開催

新宿御苑管理事務所　03-3350-
0151

http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/index.ht
ml

8/8（土）
夜の森たんけん（母と子の森自然
観察会）

新宿御苑管理事務所 新宿御苑内（東京都）
夜の新宿御苑でセミの羽化など夜の
生き物の活動を観察する。

親子 無
小学３年以上対象・事前申
し込み制

新宿御苑管理事務所　03-3350-
0151

http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/index.ht
ml

8/2(日)
～8/7(金)

トンボ池一般公開
環境省京都御苑管理事務所
財団法人国民公園協会

京都府京都市上京区京都
御苑３　国民公園　京都御
苑内トンボ池

通常非公開となっているトンボ池を、蓮
の開花に合わせて一般公開します。オ
オシオカラトンボやモリアオガエルな
ど、町中では見ることの少なくなった水
辺の生き物を観察することができま
す。

一般 無
京都御苑管理事務所
075－211－6348

http://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/index.html

7/10(金)
～8/2(日)

近畿の豊かな自然展～山と水の
息吹を感じて～

環境省近畿地方事務所
・京都御苑管理事務所

京都府京都市上京区京都
御苑３　国民公園　京都御
苑内閑院宮邸跡レク
チャーホール

京都御苑や近畿地方の国立公園の魅
力、環境省の取り組み等を分かりやす
く展示しています。また、地元自治体や
協力団体による各公園の見どころ案
内も行います。

一般 無

近畿地方環境事務所
06-4792-0705
京都御苑管理事務所
075－211－6348

http://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/index.html
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