
に親しむ

イベントカレンダ ー 201８山
7月

開催日時 イベント名称・開催地 内容 問合せ

1日(日)
12:30～15:00頃

アリジゴクの不思議発見
大阪

箕面ビジターセンター展示室周辺のアリジゴクの巣を探してアリジゴクの不思議を観察しよう！
会場:箕面ビジターセンター 対象:どなたでも(家族向け) 定員:先着15名 参加費:100円（子ども無料）
申込み:要 ※小雨決行(警報発表時は中止) http://yama-nami.net/

NPO法人みのお山麓
保全委員会

072-724-3615

1日(日)

10:00～16:00

うみほしDAY
～ガイドウォーク・
森のワークショップ～

京都

里山を散策して季節の野草や昆虫を観察したり、自然素材のクラフトを楽しもう♪
※8月5日（日）、9月2日（日）も同時刻に開催いたします。
開催地:京都府立丹後海と星の見える丘公園 対象:どなたでも 定員:15名
参加費:300円 申込み:不要（当日受付可) http://www.eco-future-park.jp/

京都府立丹後海と
星の見える丘公園
0772-28-9111

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

7日（土）
10:00～16:00

山の日PRイベント
｢七夕企画

山に親しみ 星に願いを」
大阪

自然素材クラフトや山の虫を観察するなど、山に関する体験型イベントを楽しもう！大阪教育大学公式キャ
ラクター「やまお」と記念写真を撮ろう♫ 七夕にちなんだササ飾りも登場！
会場:林野庁近畿中国森林管理局1階 森林のギャラリー 対象:どなたでも ※小学生以上のものなどブー
スによります。 申込み:不要（当日受付） 参加費:無料～500円 ※内容が変更になることもございます。

林野庁近畿中国
森林管理局

06-6881-3484

7日(土)
10:00～15:30

大台ヶ原地区アクティブ・
レンジャー自然観察会

奈良

大台ヶ原で活躍するアクティブ・レンジャーが一緒に歩きながら、東大台ヶ原の環境変化や自然再生の取組
をご紹介いたします。※8月18日（土）も同時刻に開催いたします。
開催地:東大台ヶ原 受付:9:40大台ヶ原ビジターセンター前 対象:小学生から一般（小学生は保護者同
伴）定員:15名（小学生の保護者も含む） 参加費:100円（保険代） 申込み:メールにて申込み。先着順。
定員に達していない場合は当日受付可。 http://kinki.env.go.jp/to_2018/post_123.html

吉野自然保護官事務所
0746-34-2202

電話受付時間:9:15～17:00
（平日のみ）

RO-YOSHINO@env.go.jp

7日（土）
19:30～21:30

特別観望会 七夕の夜
ー織姫星と彦星をみようー

福井

三大流星群の1つ「ペルセウス座流星群」。今年は8月13日に極大をむかえます。月明かりがなく、とても
良い条件で流星群の観察ができます。星の専門家に解説を受けながら、流星群を観察してみませんか。
会場:福井県自然保護センター（観察棟） 対象:どなたでも（中学生以下保護者同伴） 参加費:無料
申込み:不要 持ち物：ナチュラリスト会員の方は、ナチュラリスト登録証をお持ちください。

福井県自然保護センター
0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

7日（土）
14日（土）
21日（土）

池ヶ原湿原ガイド
福井

ミズチドリやカキラン、トキソウ等、湿原特有の植物を中心に、木道の上を歩きながら、ガイドが池ヶ原湿
原の自然を案内します。
集合:池ヶ原湿原駐車場 予定表:1日2回実施（1回目11:00～、2回目13:15～）所要時間約60分
対象:どなたでも 参加費:無料 申込み:不要 持ち物:長袖長ズボン、帽子、飲み物、タオル、雨具等

福井県自然保護センター
0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

8日（日）
12:00～15:00

自然工作教室
大阪

箕面ビジターセンター講義室で、小さな木の実などの自然素材を使って、自由に工作を楽しみましょう！
※8月12日（日）、9月9日（日）も同時刻に開催いたします。
会場:箕面ビジターセンター（箕面市箕面1576） 対象:どなたでも（家族向け） 定員:先着30名 参加
費:1作品につき100円 申込み:不要（当日受付） ※雨天決行（警報発表時中止） http://yama-nami.net/

NPO法人みのお山麓
保全委員会

072-724-3615

15日（日）
12:30～15:00頃

箕面川ダム周遊
自然観察ツアー

「涼風にふかれて歩こう！」
大阪

箕面川ダムの周り（約4km）をゆっくり歩きながら、野鳥のさえずりを聞き比べたり、夏の植物を楽しく
観察しよう！
会場:箕面ビジターセンター（箕面市箕面1576） 対象:どなたでも（家族・一般向け） 定員:先着15名
参加費:100円（子ども無料） 申込み:不要（当日受付） ※小雨決行（警報発表時は中止）

NPO法人みのお山麓
保全委員会

072-724-3615
http://yama-nami.net/

15日（日）
18:00～21:30

天文教室
天体望遠鏡を作ってみよう！
《夏休み自由研究対策》

福井

天体望遠鏡の仕組みを学びながら、自分だけの望遠鏡を作り、天体観望をします。この教室で作った望遠鏡
を使えば、月のクレーターの観察はもちろん、土星の輪まで確認することができます。
会場:福井県自然保護センター（第1駐車場） 対象:小学3年生以上（中学生以下保護者同伴） 定員:20組
（家族・グループ） 参加費（予定）:2750円（望遠鏡キット代金） 申込み:6/15～7/5 ※ただし、定
員になり次第〆切ります。 持ち物：ナチュラリスト会員の方は、ナチュラリスト登録証をお持ちください。
※曇、雨天時は望遠鏡作成後、夏の天体の話をします。

福井県自然保護センター
0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

21日(日)
9:30～15:00

夏休み自然体験教室
「意外と知らない？！

ダンゴムシのふしぎな世界」
広島

誰もが知っているダンゴムシ。だけど何を食べどんなくらしをしているか知ってる？実験を通してダンゴム
シの生態を探ってみよう！
会場:広島県広島市南区元宇品 対象:小学3～6年生(保護者同伴) 定員:30名（保護者を含む）※応募多数
の場合は抽選 参加費:100円(材料代、野外活動保険代) 申込み期限:7/10 申込み:保護者を含む参加者
全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号、当日の緊急連絡先を記入の上、郵送、FAX、Eメールで申し込
んでください。 申込み先住所:広島県広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎3号館1階

環境省広島事務所
TEL 082-223-7450
FAX 082-211-0455

MOE-HIROSHIMA@env.go.jp

21日(土)
10:00～15:00

夏休標本教室
美しい植物標本をつくろう
《夏休み自由研究対策》

福井

親子で自然に触れ、植物の生態を観察しながら植物採集を体験し、美しい標本を作成する方法を学びます。
これで夏休みの自由研究はバッチリ！※少雨決行（荒天時は翌日に順延）
会場:福井県自然保護センター 対象:小・中学生親子 定員:30名 参加費:50円（保険代） 申込み:6/21
～7/18 ※ただし、定員になり次第〆切ります。 持ち物:長袖長ズボン、帽子、飲み物、タオル、雨具等

福井県自然保護センター
0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

21日(土)～
29日（日）

9:00～16:30

楽しもう！白山ろくdays
夏の中宮 夏休みdays

石川

川の生物観察を楽しめます。館内では中宮周辺の生き物の展示も行っています。
会場:中宮展示館 対象:どなたでも 申込み:不要 持ち物:川に入る方はぬれても良い服装、観察路のガイ
ドウォークに参加される方は軽い山歩きの服装でおいでください。
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html

石川県白山自然保護センター

076-255-5321
http://www.pref.ishikawa

.lg.jp/hakusan

21日（土）
28日（土）

19:30～21:00

星空観察会
大阪

ミュージアムの星見台から宇宙の観察をしよう！星空や惑星を400㎜の反射望遠鏡で観察できます。
※8月4日（土）、8月18日（土）、9月8日（土）、9月15日（土）も同時刻に開催いたします。
会場:大阪府民の森ちはや園地（ちはや星と自然のミュージアム） 対象:どなたでも 定員:20名
参加費:700円 申込み:ちはや星と自然のミュージアム（0721-74-0056）又は香楠荘（0721-74-0321）
宿泊予約時に申し込む 持ち物:懐中電灯、暖かい服装、上着

一般財団法人大阪府みどり公社

06-6266-1038
http://osaka-

midori.jp/mori/chihaya/

22(日)
10:00～15:30

大台ヶ原地区パーク
ボランティア自然観察会

奈良

大台ヶ原で活躍するパークボランティアと一緒に動植物を観察しながら、東大台ヶ原ならではの雄大な自然
を楽しみます。※8月11日（土・祝）、10月7日（日）も同時刻に開催いたします。
開催地:東大台ヶ原 受付:9:40＠大台ヶ原ビジターセンター前 対象:小学生から一般（小学生は保護者同
伴）定員:20名（小学生の保護者も含む） 参加費:100円（保険代） 申込み:メールにて申込み。先着順。
定員に達していない場合は当日受付可。 http://kinki.env.go.jp/to_2018/post_123.html

吉野自然保護官事務所
0746-34-2202

電話受付時間:9:15～17:00
（平日のみ）

RO-YOSHINO@env.go.jp

8月11日は山の日！山にふれあい、山の恵みを感じるイベントをまとめました。
気になるイベントをさっそくチェック！

近畿・中国・北陸(石川・福井)エリア

平成30年６月発行環境省中国四国地方環境事務所(http://chushikoku.env.go.jp/)

環境省近畿地方環境事務所 (http://kinki.env.go.jp/) 林野庁近畿中国森林管理局 (http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/)

●株式会社 モンベル

登山用品・アウトドア総合ブランドのモンベルが手
掛ける自然を楽しむ.イベントの情報はこちら！

株式会社モンベル、一般財団法人休暇村協会は国立公園オフィシャルパ-トナ-
企業です。詳しくは下記をご覧ください。
http://www.env.go.jp/nature/mankitsu-project/

●一般財団法人 休暇村協会

自然公園をフィ-ルドに様-な体験プログラムを用
意しています！

http://yama-nami.net/
http://www.eco-future-park.jp/
http://www.eco-future-park.jp/
http://kinki.env.go.jp/to_2018/post_123.html
mailto:RO-YOSHINO@env.go.jp
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
http://yama-nami.net/
http://yama-nami.net/
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
mailto:MOE-HIROSHIMA@env.go.jp
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan
http://osaka-midori.jp/mori/chihaya/
http://kinki.env.go.jp/to_2018/post_123.html
mailto:RO-YOSHINO@env.go.jp
http://www.env.go.jp/nature/mankitsu-project/


8月

開催日時 イベント名称・開催地 内容 問合せ

3日（金）
車椅子でブナ林へ

兵庫

車椅子でブナ林へ案内します。自動車降車より、約100メートルでブナ林です。
開催地:鉢伏高原（ブナを植える会の十字架周辺） 集合:9:00＠ハチ高原交流促進センター 対象:車椅子
使用者、介助者の助けで歩行する人 定員:数名 参加費:無料 申込み:7/20締切り※定員になれば、その
時点で〆切ります。 参加費:無料 持ち物:ハイキングの服装、自動車で参加できる人（事前相談が必須）

一般社団法人ブナを植える会

TEL/FAX
078-851-0291

buna@bunawouerukai.jp

4日(土)
10:00～15:00

「山の日」記念イベント
岡山

森の恵みを利用した木工教室・丸太切りなどを開催します。
会場:サンストア・サンパーク新見 対象:一般市民（子ども) 参加費:無料 申込み:不要（当日受付）

近畿中国森林管理局森林技術・
支援センター

0867-72-2165

4日(土)

高野山森林セラピー
体験ツアー

親子で楽しむセラピーツアー
和歌山

高野山の豊かな自然の中で、夏休みクラフト体験や親子で楽しめるアウトドア体験などが楽しめます。
高野山の森林で夏休みの1日を元気に過ごしましょう。
開催地:和歌山県伊都郡高野町高野山 集合:9:30＠一の橋案内所 対象:小学以上のお子様（保護者同伴）
定員:30名 参加費:大人3,600円 お子様2,000円（ガイド料・昼食費等含む） 申込:7/31締切り※定員
になり次第〆切ります。 http://www.koyasan.or.jp/sp/experience/#forestTherapy

高野山寺領森林組合

0736-56-2828
https://www.facebook.com/jiry

ou.koyasan

4日（土）
10:00~15:00

夏休み標本教室
作ってみよう昆虫標本
《夏休み自由研究対策》

福井

親子自然に触れ、昆虫の生態を観察しながら昆虫採集を体験し、美しい標本を作成する方法を学びます。
これで夏休みの自由研究もバッチリ！※小雨決行、荒天時は翌日に順延
会場:福井県自然保護センター 対象:小・中学生親子 定員:30名 参加費:50円（保険代） 申込み:7/4
～8/1締切り ※定員になり次第〆切ります。 持ち物:長袖長ズボン、帽子、飲み物、タオル、雨具等

福井県自然保護センター
0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

4日（土）
18:30～21:30

白山まるごと体験教室
探検！発見！
白山ろくナイト

石川

夜の森を動物の専門家とともに歩き、夏の夜に見られる生き物を観察します。
会場:中宮展示館 対象:小学生以上（小学生は保護者同伴） 定員:20名 参加費:1人200円 申込み:7/4
から定員に達するまで 持ち物:観察路を歩くので、長袖長ズボン、軽い山歩きの服装でおいでください。
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html

石川県白山自然保護センター

076-255-5321
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/

hakusan

5日（日）
9:00～16:00

まつり

夏休み木づかい祭
～木のぬくもりと香りに

ふれてみよう～
和歌山

本イベントは、木の文化の普及啓発、地域材の地産地消を推進することを目的として、木のぬくもりと香
りにふれてもらうための親子木工体験など「木に触れる」「木で遊ぶ」「木を知る」「相談・展示」と
いった各種イベントを開催します。※要熱中症対策
会場:御坊市立体育館（和歌山県御坊市薗76番地）対象:御坊市及び日高郡 小・中学生（保護者同伴）
定員:未定 参加費:必要(金額は未定) 申込み:定員になり次第〆切ります。 内容:無料体験コーナー、
情報展示コーナー、餅まき、原寸構造材を利用した棟上げ実演（大阪工業技術専門学校） 持ち物:無し

日高振興局
農林水産振興部 林務課
（木づかいどうしの会事務局）

TEL 0738-24-2912
FAX 0738-24-2913

8日（水）
「消費者の部屋」

子どものための夏休み企画
岡山

パネル展示のほかゲームやクイズなどを通して、農林水産業について楽しく学べます。岡山森林管理署は、
親子向けの木工クラフトを実施します。
会場:中国四国農政局内（岡山市） 対象: 小学生（保護者同伴） 定員:親子40組（各回20組程度）
参加費:50円（保険代） http://www.maff.go.jp/chushi/

中国四国農政局
消費・安全部消費生活課

086-224-9428

9日（木）
第35回 夏休み木工教室

和歌山

森林と木材について学ぶとともに、紀州材の板や角材を使用して、木の椅子作りを体験できます。
会場:和歌山森林管理署 集合:10:00@和歌山森林管理署 対象:近隣小学校5・6年生 定員:30名 参加
費:200円 （保険代・諸経費）申込み:8/8締切り 持ち物:筆記用具、弁当、水筒、タオル、参加費

和歌山森林管理署
0739-22-1460

http://www.rinya.maff.go.jp/ki
nki/wakayama/

10日（金）
11日（土・祝）

第3回「山の日」
記念全国大会in鳥取

鳥取

国民の祝日「山の日」の公式行事で、記念式典やシンポジウムをはじめ、感謝祭やステージイベント等の
歓迎フェスティバルが開催されます。鳥取森林管理署は、11日10時～15時に大山国体広場で開催の「森
の恵み感謝祭」で丸太切り体験やなりきり森林官（制服着用体験など）を実施予定です。
会場:米子市、大山町内各所

第3回山の日記念全国大会
in鳥取実行委員会
0859-31-9382

11日（土・祝）
9:00～15:00

第3回『山の日』記念全国大会in鳥取

森の恵み感謝祭ブース出展
鳥取

国立公園満喫プロジェクトや冒険手帳の紹介、山の日記念大山フォトコンテスト入賞作品の展示等。
会場:鳥取県大山町大山総合体育館 参加費:無料 http://chushikoku.env.go.jp/

環境省大山隠岐国立公園
管理事務所

0859-34-9331

11日（土・祝）

第3回「山の日」記念
全国大会in鳥取開催記念
大山フォトコンテスト

鳥取

「大山」をテーマに「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」にふさわしい写真を広く募集します。
募集期間:5/24～7/13 表彰:8/11「第3回『山の日』記念全国大会in鳥取歓迎フェスティバル」にて表彰
対象:個人応募（プロ・アマ問わず）※ただし、外国人部門の応募は撮影者が外国人の場合に限ります。
参加費:無料 申込み: https://www.web-spec.net/daisen-photo/

（株）JTB松江支店内
「大山フォトコンテスト係」

0852-23-6725
担当 菅田

11日（土・祝）～
17日（金）

山の日・天王山1週間登山
京都

山の日に大山崎町のシンボルである天王山に登山し鋭気を養ってもらいます。健康は天王山登山から。
開催地:天王山 集合:8:30＠桜広場前公園（山崎聖天・観音寺東側） 対象:どなたでも（自力で山頂まで
登れる者） 参加費:無料 申込み:不要（当日受付） 持ち物:タオル、飲み物

天王山を守る会
（大山崎町役場経済環境課）

075-956-2101

11日（土・祝）
13:30～16:00

県民白山講座山の日記念企画
白山研究最前線

石川

白山で行われる調査・研究の成果をお話しします。
会場:しいのき迎賓館（ガーデンルーム） 対象:高校生上 定員:60名 参加費: 無料 申込み:不要
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html

石川県白山自然保護センター

076-255-5321

開催日時 イベント名称・開催地 内容 問合せ

7月22日（日）
12:30～15:00

箕面のキノコを探そう！
大阪

ビジターセンター近くの自然研究路を歩いて、キノコを探します。見つけたキノコは講義室で観察しま
しょう。※9月23日（日・祝）も同時刻に開催いたします。
会場:箕面ビジターセンター（箕面市箕面1576） 対象:どなたでも（家族・一般向け） 定員:先着15名
参加費:100円（子ども無料） 申込み:不要（当日受付） ※小雨決行（警報発表時は中止）

NPO法人みのお山麓
保全委員会

072-724-3615
http://yama-nami.net/

22(日)
19:30～21:30

天文教室
スマホやケータイで星を撮ろう

《夏休み自由研究対策》
福井

スマホやケータイ、コンデジで望遠鏡越しに月や木星、土星などの天体を撮影してみませんか。撮影した
写真を印刷して部屋に飾ったり、SNSで公開して友達に自慢したりしてみませんか。※曇・雨天時中止
会場:福井県自然保護センター 対象:どなたでも（中学生以下保護者同伴）定員:20名 参加費:無料
申込み:6/22～7/19 ※ただし、定員になり次第〆切ります。

福井県自然保護センター
0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

28日（土）
8:50～17:30

大台ヶ原登録ガイド制度
スタート記念

上北山村 神秘の森 荘厳の山

「大台ヶ原を歩く」
奈良

大台ヶ原登録ガイドや自然再生に関わる特別講師が吉野熊野国立公園大台ヶ原を案内します。（3コースか
ら選択）。※当日は、必ず公共交通機関にてお越しください。※8月1日（水）も同時刻に開催いたします。
集合:8:50＠近鉄大和上市駅(大和上市駅9:00発大台ヶ原行きのバスにお乗りください)
対象:一般(大台ヶ原まで公共交通機関を使って来る方限定のイベントです)
定員:西大台ツアー18名、東大台ツアー10名、自然再生ツアー15名 ※西大台ツアーは18:30まで
参加費:西大台ツアー3,000円、東大台ツアー・自然再生ツアー2,000円※バス代(片道:大人2,000円 子ど
も1,000円)は参加費に含まれません。申込み期限:開催日の7日前 持ち物:水筒、リュックサック、野外活
動に適した服装(帽子、手袋、長袖長ズボン、歩きやすい靴)、防寒具、雨具 等

上北山村地域活性化
イベント実行委員会

07468-2-0001
(平日9時～17時)

29日（日）
10:00～15:00

金剛山夏まつり
大阪

自然素材クラフト、オカリナ演奏、木工品販売、ダイヤモンドトレール紹介ブース、お楽しみ抽選会など。
会場:大阪府民の森ちはや園地（ピクニック広場） 対象:どなたでも 参加費:無料 申込み:不要
http://osaka-midori.jp/mori/chihaya/

一般財団法人大阪府みどり公社

06-6266-1038

31日(日)
19:30～21:30

特別観望会
15年ぶりの大接近！
巨大な火星をみよう

福井

15年ぶりに地球に大接近する火星を観望します。明るさや見かけの大きさが最大級となった火星を巨大望
遠鏡でのぞいてみませんか。火星の表面の模様まで観察できます。
※曇・雨天時は火星の話やプラネタリウムの上映をします。
会場:福井県自然保護センター（観察棟） 対象:どなたでも（中学生以下保護者同伴） 申込み:不要

福井県自然保護センター
0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

7月

mailto:buna@bunawouerukai.jp
http://www.koyasan.or.jp/sp/experience/#forestTherapy
https://www.facebook.com/jiryou.koyasan
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http://fncc.pref.fukui.lg.jp/


8月

開催日時 イベント名・開催地 内容 問合せ

11日（土・祝）
26日（日）

12:30～15:00頃

川の中野生き物観察
大阪

ビジターセンター近くを流れる川に入って川の中にいる小さな生き物（水生昆虫など）を観察しましょう。
会場:箕面ビジターセンター（箕面市箕面1576） 対象:どなたでも（家族向け） 定員:先着30名
参加費:100円（子ども無料） 申込み:要 ※雨天中止 持ち物:長靴等 http://yama-nami.net/

NPO法人みのお山麓
保全委員会

072-724-3615

11日（土・祝）
10:00～14:00

第3回サマーフォレスト
inやまびこ

三重

木を使ったペンダント作りやぶんぶんごま作り、QR樹木版作り、丸太切り体験、ウッドバーニング（マウ
スパット・スプーン）等が体験できます。
会場:亀山森林公園やまびこ（亀山市加太梶ヶ坂3787-6） 対象:小学生以下の子ども（未就学児を含む）
と保護者 参加費:無料 持ち物:飲み物、タオル、帽子、動きやすい服装http://www.city.kameyama.mie.jp/

亀山市産業建設部
産業振興課

森林林業グループ
0595-84-5068

11日（土・祝）
開校！！第2回山の日
子ども自然探検教室

三重

横山ビジターセンターから横山展望台までの道のりを自然観察しながら歩くツアーやビジターセンターで
クラフト体験を実施します。
会場:横山ビジターセンター（志摩市阿児町鴨方875-24） 対象:子どもとその家族 定員:50名程度（予
定） 参加費:無料 申込み:7月上旬から応募開始予定 持ち物:帽子、タオル、飲み物、歩きやすい服装

三重県農林水産部
みどり共生推進課
059-224-2627

midori@pref.mie.jp

12日（日）
21:00～24:00

天文教室
ペルセウス座流星群を見よう

福井

三大流星群の1つ「ペルセウス座流星群」。今年は8月13日に極大を迎えます。月明かりがなく、とても良
い条件で流星群の観察ができます。星の専門家に解説を受けながら、流星群を観察してみませんか。
会場:福井県自然保護センター（第1駐車場） 対象:どなたでも（中学生以下保護者同伴） 定員:120名
参加費:無料 ※曇・雨天時中止

福井県自然保護センター
0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

14日（火）
19:30～21:30

特別観察会
お盆には星を・・・

福井

お盆にふるさとの美しい星空をご家族やご親戚、お友達のみなさんと一緒に楽しむ観望会です。木星や土
星に加え、大接近後の大きな火星もご覧になれます。
会場:福井県自然保護センター（観察棟） 対象:どなたでも（中学生以下は保護者同伴） 参加費:無料
申込み:不要 ※曇・雨天時は木星・土星・火星の話やプラネタリウムの上映

福井県自然保護センター
0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

19日（日）
12:30～15:00

夏休み工作教室
大阪

夏休みの思い出作りができる1日に。豊富な自然素材の材料を使って、自由に工作をしよう！
会場:箕面ビジターセンター（箕面市箕面1576） 対象:どなたでも（家族向け） 定員:先着30名
参加費:1作品につき100円 申込み:不要（当日受付） ※雨天決行 http://yama-nami.net/

NPO法人みのお山麓
保全委員会

072-724-3615

19日（日）
高野山森林セラピー

体験ツアー
和歌山

五感で楽しむ森林浴、森林セラピー。森林セラピーを通して高野山の歴史と自然を気軽に体験できるツ
アーです。奥の院周辺の歴史と自然に触れたあとは森林の中の山小屋でゆっくりリラックス。
開催地:和歌山県伊都郡高野町高野山 集合:9:30＠一の橋案内所 対象:中学生以上 定員:20名 参加費:
大人3,600円（ガイド料・昼食費等含む） 申込み:8/10締切り※定員になり次第〆切ります。 持ち物:
野外活動に適した服装、飲み物など。 http://www.koyasan.or.jp/sp/experience/#forestTherapy

高野山寺領森林組合
0736-56-2828

https://www.facebook.co
m/jiryou.koyasan

25日（土）
横輪川の生き物観察会

三重

横輪川は伊勢神宮の森に源流があり、きれいな水質を好む生き物たちが住んでいます。夏休み最後の思い
出を作りませんか。
開催地:三重県伊勢市矢持町（横輪川）対象: 小学生以上 定員:20名 参加費:大人200円 子ども100円
申込み:開催1ヶ月前から先着順に受付定員になり次第〆切ります。http://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/

横山ビジターセンター
0599-44-0567

25日（土）
26日（日）

白山外来植物除去作業
スズメノカタビラin室堂

石川

白山に侵入してきた外来植物の除去作業を行います。
会場:白山室堂 集合:25日14:00白山室堂、26日15:00頃下山 対象:小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員:50名 参加費:1人4,500円 申込み:定員に達するまで 持ち物:山小屋での宿泊になるので、登山の
準備をしてきてください。 http://www.pref.ishikawa/lg/jp/hakusan/index.html

石川県白山自然保護センター

076-255-5321
http://www.pref.ishikawa

.lg.jp/hakusan

26日（日）

高野山森林セラピー
体験ツアー

森林セラピー×阿字観体験
和歌山

五感で楽しむ森林浴、森林セラピー。森林セラピーを通して高野山の歴史と自然を気軽に体験できるツ
アーです。森林の中行う真言宗の瞑想法「阿字観」。心と身体を浄化し、深いリラックス感を得られます。
開催地:和歌山県伊都郡高野町高野山 集合:9:30一の橋案内所 対象:中学生以上 定員:20名 参加
費:4,200円 申込み:8/10締切り※定員になり次第〆http://www.koyasan.or.jp/sp/experience/#forestTherapy

高野山寺領森林組合
0736-56-2828

https://www.facebook.co
m/jiryou.koyasan

28日（日）
「六甲山の植生と、
六王さんの仲間たち」

兵庫

午前は、ビジターセンターで六甲山の植生を解説します。午後は、再度公園に移動、こうべ森の文化祭に
参加、いろいろなプログラムに参加できます。
開催地:兵庫県立六甲山ビジターセンター（再度公園）集合:9:00＠JR六甲道駅南口寄りカラオケ前
対象:どなたでも 定員:20名 参加費:無料 申込み:10/8締切り※定員になればその時点で〆切ります。
持ち物:ハイキングの装備、弁当、飲み物

一般社団法人ブナを植える会

TEL 090-3166-9785
FAX 078-851-0291

buna@bunawouerukai.jp

開催日時 イベント名・開催地 内容 問合せ

8日（土）
10:00～15:00

自然保護セミナー
驚きのクモの世界

福井

クモが苦手な人でも、きっと好きになる不思議なクモの世界。驚きに満ちたクモの生態を学んだあとには、
実際に森の中でクモを観察します。※小雨決行、荒天時は翌日に順延
会場:福井県自然保護センター 対象:どなたでも（中学生以下は保護者同伴） 定員:30名 参加費:50円
(保険代) 申込み:8/8～9/5※定員になり次第〆切り 持ち物:長袖長ズボン、帽子、飲み物、タオル、雨
具等

福井県自然保護センター
0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

8日（土）
9日（日）

白山外対植物除去作業
オオバコ等除去
in南竜ヶ馬場

石川

白山に侵入してきた外来植物の除去作業を行います。
会場:南竜ビジターセンター 集合:8日14:00＠南竜ビジターセンター、9日15:00頃下山 対象:小学生以
上(小学生は保護者同伴) 定員:50名 参加費:1人4,500円 申込み:定員に達するまで 持ち物:山小屋
での宿泊になるので、登山の準備をしてきてください。 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html

石川県白山自然保護センター

076-255-5321
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/

hakusan

9日（日）
第17回ヒルクライム
大台ヶ原since2001

奈良

吉野熊野国立公園“大台ヶ原”へのドライブウェイコース（距離28km、標高差1240m）を競う、初心者か
らの上級者まで楽しめる西日本最大級の自動車レースです。
開催地:奈良県吉野郡上北山村河合（清流橋周辺）～大台ヶ原駐車場 集合:6:10＠奈良県吉野郡上北山村
河合（清流橋周辺）7:00開始 受付:8日13:00～17:00＠上北山小中学校 対象:高校生以上の健康な男女
で、本コースを規定の時間内に完走できる自信のある方。定員:800名 参加費:一般7,000円～ ※部門に
より異なります。 申込み:7/1～7/31 持ち物:山を歩ける服装、飲み物等 http://www.oodaigahara.com/

ヒルクライム大台ケ原事務局

07468-2-9007
(平日午前9時～午後5時)

申込みはスポーツエントリー
0120−711−951

http://www.sportsentry.ne.jp

10日(日)
12:30～15:00頃

自然工作教室
大阪

箕面ビジターセンター講義室で、小さな木の実などの自然素材を使って、工作を楽しみましょう！
会場:箕面ビジターセンター 対象:どなたでも(家族向け) 定員:先着30名
参加費:1作品につき100円 申込み:不要(当日受付) ※雨天決行(警報発表時は中止)

NPO法人みのお山麓
保全委員会

072-724-3615

15日（土）
16日（日）

19:30～21:30

特別観望会
シルバーウィークの夜
ー土星と火星をみようー

福井

土星や火星を中心として、月齢5～6の月、夏や秋の天体などを観望します。野外の「見上げてゴロン、夜
の星を」コーナーでは、寝転がりながら夏や秋の星座の探し方の解説を楽しんでいただけます。
会場:福井県自然保護センター（観察棟） 対象:どなたでも 参加費:無料 申込み:不要
持ち物：ナチュラリスト会員の方は、ナチュラリスト登録証をお持ちください。

福井県自然保護センター
0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

22日（土）
きのこ観察会

三重

ともやま公園はきのこが発生するのに良い条件がそろった場所です。きのこ研究の専門家もきます。
開催地:三重県志摩市大王町（ともやま公園） 集合:10:00＠ともやま公園駐車場 対象:小学生以上 定
員:20名 参加費:大人200円 子ども100円 申込み:開催日の1か月前から申込み先着順に受付、定員に
なり次第〆切ります。 http://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/

横山ビジターセンター
0599-44-0567

23日（日・祝）
9:00～15:00

第66回全国植樹祭メモリアル

スマイル木場潟2018
石川

ふるさとへの想いを持続させ、木場潟からの白山眺望の素晴らしさや森林・環境の大切さを感じるきっか
けになるよう、木場潟公園で各種イベントを開催。
会場:石川県小松市今江町（木場潟公園） 対象: どなたでも 参加費:無料 申込み:不要
http://www.city.komatsu.lg.jp/5885.htm（小松市イベント情報）

スマイル木場潟実行委員会
（事務局：小松市農林水産課）

0761-24-8078
http://www.city.komatsu.lg.jp/

9月
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開催日時 イベント名・開催地 内容 問合せ

24日（月・祝）
12:30～15:00

自然観察ハイキング
「木の実をみつけよう 」

大阪

ビジターセンターからこもれび展望所、雲隣展望台を周り、秋の始まりの森で自然観察を行います。
会場:箕面ビジターセンター（箕面市箕面1576） 対象:どなたでも（家族・一般向け） 定員:15名
参加費:100円（子ども無料） 申込み:不要（当日受付） ※小雨決行、警報発表時は中止

NPO法人みのお山麓
保全委員会

072-724-3615

24日（月・祝）
19:30～21:30

特別観察会 中秋の名月
福井

中秋の名月を肉眼だけでなく、双眼鏡や望遠鏡を使って楽しんでみませんか。月のびっくりするほどの明
るさやクレーターなど表面の様子を観察できます。
会場:福井県自然保護センター（観察棟） 対象:どなたでも（中学生以下は保護者同伴） 参加費:無料
申込み:不要 持ち物：ナチュラリスト会員の方は、ナチュラリスト登録証をお持ちください。

福井県自然保護センター
0779-67-1655

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/

29日（土）
「大台ヶ原・大杉谷の
森林再生応援団」

三重

大台ヶ原の森林再生応援団となるボランティアを募り、トウヒやウラジロモミなどの母樹と稚樹を守る作
業を行います。ニホンジカ被害の実態と樹木保護の重要性を理解してもらうため、樹木ネット巻き、稚樹
の周りのササ刈払い作業を行います。
開催地:大台ヶ原（正木が原周辺） 集合:大台ヶ原ビジターセンター 対象:小学4年生以上（小中学生は
保護者同伴） 定員:30名 参加費（予定）:100円（保険代） 申込み:8/13～9/20先着順 持ち物:弁当、
飲み物、非常食、リュックサック、野外活動に適した服装（帽子、手袋、長袖長ズボン）、登山靴又は長
靴、防寒具、雨具等

林野庁近畿中国森林管理局

三重森林管理署
0595-82-0069
担当:落窪、長屋

29日（土）
30日（日）

由良川・大江山
SEA TO SUMMIT 2018

京都

海から里、そして山頂へと人力のみで進む中で、自然を全身で感じ、自然の大切さについて考えようとい
う、2日間にわたる環境スポーツイベント。
開催地:【9/29（開会式・環境シンポジウム）13:00～15:00＠綾部市:あやべグンゼスクエア】【9/30
（アクティビティ）6:45～16:15＠舞鶴市:神崎海水浴場～福知山市:大江山頂上 （閉会式）＠福知山市:
酒呑童子の里】 集合:9/29 12:30＠あやべグンゼスクエア 対象:高校生以上、チームの部:中学生以上
定員:先着300名 参加費:一般11,340円、学生割引（大学生まで）5,940円 申込み:7/27～8/30（環境
シンポジウムは当日参加可能※9/29締切り） 持ち物:カヤック、自転車、登山用具等

SEA TO SUMMIT連絡協議会
（（株）モンベル広報部内）

http://www.seatosummit.jp/

30日（日）
13:30～16:30

「竹の魅力発見」講座＠京都・乙訓

～京の竹知って！使って！
竹害解消～

京都

竹にまつわる講義と竹細工体験、竹に関する展示をします。
会場:長岡京市中央公民館 講義室（２F） 対象:中学生以上 定員:30名 参加費:無料 申込み期
限:9/14必着 ※ホームページ等に掲載している専用の申込用紙で申込み

京都府京都林務事務所
075-451-5724

http://www.pref.kyoto.jp/kyoto
rinmu/

30日（日）
9:00～11:00

白山まるごと体験教室
白山ろくきのこ教室

石川

専門家の話を聞きながら、様々な林に生えているきのこを観察します。
会場:市ノ瀬ビジターセンター 対象:小学生以上（小学生は保護者同伴） 定員:20名 参加費:1人200円
申込み:8/30から定員に達するまで 持ち物:観察路を歩くので、長袖長ズボン、軽い山歩きの服装でおい
でください。 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html

石川県白山自然保護センター

076-255-5321
http://www.pref.ishikawa

.lg.jp/hakusan

開催日時 イベント名 内容 問合せ

13日（土）
～21日（日）
9:00～16:30

楽しもう！白山ろくdays
秋の中宮 紅葉days

石川

紅葉の観察路でガイドを行っています。木の枝や実を使ってクラフトも楽しめます。
会場:中宮展示館 対象:どなたでも 参加費:無料 申込み:不要 持ち物:観察路のガイドウォークに参加
される方は軽い山歩きの服装でおいでください。http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html

石川県白山自然保護センター

076-255-5321
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/

hakusan

23日（火）
13:30～15:30

県民白山講座
白山の自然・歴史と楽しみ方

石川

白山の自然・歴史・文化について、能登とのつながりも触れながら話します。
会場:石川県立生涯学習センター能登分室 対象:高校生以上 定員:40名 参加費:無料 申込み:不要
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.html

石川県白山自然保護センター

076-255-5321

28日（日）
10:00～16:00

もり

水都おおさか森林の市2018
大阪

森林・林業にふれる体験型イベント。
木製品や特産品の展示・販売、クラフト体験、シカ肉の試食 and more!
会場:毛馬桜之宮公園・近畿中国森林管理局（大阪市北区） 参加費:無料 申込み:要 ※一部事前申込
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/koho/event/morinoichi/

水都おおさか森林づくり・
木づかい実行委員会事務局

（近畿中国森林管理局技術普及課内）

06-6881-3484

28日（日）
｢六甲山の植生と、
六甲山の仲間たち｣

兵庫

午前はビジターセンターで六甲山の植生の説明、午後は再度公園でこうべ森の文化祭に参加します。
会場:兵庫県立六甲山ビジターセンター、再度公園 集合:9:00＠JR六甲山駅南口寄りカラオケ前 対象:ど
なたでも 定員:20名 参加費:無料 申込み:10/28※定員になれば〆切ります。 持ち物:弁当、飲み物

一般社団法人ブナを植える会

TEL 090-3166-9785
FAX 078-851-0291
buna@bunawouerukai.jp

10月

11月

開催日時 イベント名 内容 問合せ

3日（土・祝）
第9回

嵯峨谷里めぐりハイキング
和歌山

なだらかな山道で眺望を楽しみながら、ふるさと体験村を目指します。地元農産物の販売やもちまき大会
など楽しいイベントがいっぱいです。
開催地:橋本市高野口町嵯峨谷地区 集合:橋本市高野口町大野「エコパーク紀望の里」JR高野口駅 参加
費:1,000円(小学生以下無料) 申込み:10/26締切り（当日受付可能）

橋本市経済推進部
農林振興課

0736－33－6113

3日（土・祝）
10:30~16:00

山とみどりのフェスティバル
大阪

箕面のみどり豊かな自然を次世代につなげていくための体験イベントです。
会場:箕面公園瀧安寺広場、阪急箕面駅前ステージ等 対象:家族・一般 参加費:無料、100～300円の参
加料が必要なコーナーもあります。 申込み:不要（当日受付） http://yama-nami.net/

NPO法人みのお山麓
保全委員会

072-724-3615

3日（土・祝）
4日（日）

赤赤トレイル
～2日間タイムトライアル～

京都

大江山連峰の赤岩山から赤石岳を2日間かけての縦走タイムトライアルです。1日のみの参加可能です。
開催地:赤岩山～赤石岳間 集合:3日8:30＠大江山スキー場、4日8:00＠加悦双峰公園 対象:どなたでも
（健脚な方向き） 参加費:1日のみ2,500円、2日4,000円 申込み:10/25締切り 持ち物:山登りできる
服装と靴、雨具、飲み物、昼食 ※詳細はHPを確認 https://oeyama-trail.wixsite.com/kyoto

大江山連峰トレイルクラブ
090-3466-4376
与謝野町観光協会
0772-43-0155

10日（土）
9:00～14:00

～おおさか山の日～
里山ハイキング・
間伐体験イベント

大阪

山に親しんでもらうことを目的として里山ハイキング・間伐体験の他にも、クラフト体験など楽しめます。
開催地:野外活動ふれあい広場（雨山周辺） 集合:8:30～＠野外活動ふれあい広場 対象:一般（町内外問
わず） 定員:里山ハイキング、間伐体験 各50名 参加費:1人300円（3歳以上） 申込み:10/1～
10/31 持ち物:弁当、水筒、雨具、タオル等 http://www.greenpark-kumatori.com

特定非営利活動法人
グリーンパーク熊取

072-453-5556

11日（日）
13:30～16:30

生物多様性フォーラム
「箕面の身近な自然を大切にしよう」

大阪

身近な自然から生物多様性の保全のために、私たちができることを考えます。
会場:箕面文化・交流センター地下1階（阪急箕面駅前） 対象:一般 定員:80名 参加費:無料
申込み:不要（当日受付） http://yama-nami.net/

NPO法人みのお山麓
保全委員会

072-724-3615

11日（日）
大阪山の日

飯盛山トレッキング
大阪

ガイドとともに飯盛山トレッキングを楽しみましょう。
マリンロッジ海風館に前泊して、海洋クルーズやバーベキューを楽しむことができます。
開催地:飯盛山 集合:9:00＠マリンロッジ海風館 対象:小学校高学年以上（中学生以下は保護者同伴）
定員:30名 参加費:無料or保険代として300円程度(前泊の場合は別途費用必要） 申込み:前泊の方はお早
めに。飯盛山トレッキングのみ参加の場合は事前申込み可能 持ち物:昼食

マリンロッジ海風館
072-494-3800
岬町観光協会

072-492-2730

開催日時 イベント名 内容 問合せ

毎月第二日曜日
10:00～12:00

横山展望台ガイド
三重

伊勢志摩国立公園パークボランティアによる無料ガイドを実施しています。
展望台から見える景色や花などの解説を行います。
開催地:三重県志摩市阿児町（横山展望台） 集合:横山展望台 定員:なし（随時対応） 参加費:無料

横山ビジターセンター
0599-44-0567

９月

【随時】
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