
北海道
●早春の突哨山をスノーシューで歩こう／3/23（土）

9時30分～12時20分／突哨山（旭川市）／主催：自然観

察協議会旭川／問い合わせ：原部☎080-6092-4347／

goukikadan.5039@ezweb.ne.jp／300円、子ども（高校

生まで）100円／定員30名／事前に申し込む／突哨山登

り口「カタクリ広場」集合／スノーシューのある方は

持参。ない方はお貸しします。

岩手県
●鎌倉森雪上トレッキングと自然観察会／3/16（土）

9～14時半／十和田八幡平国立公園「鎌倉森」（雫石

町）／主催：網張ビジターセンター運営協議会／問い
合わせ：大堀☎019-693-3777／ amihari@vanilla.ocn.

ne.jp／大人800円、小学生600円(温泉入浴料）／往復5

時間程度の雪上を歩くことができる方／定員20名／事

前に申し込む／網張ビジターセンター集合／防寒衣、

登山靴又は長靴を持参、スノーシューは無料貸出、お
弁当・水筒　　

●春を探そう／3/17（日）9～15時／西和賀町川舟（西

和賀町）／主催：カタクリの会／問い合わせ：瀬川☎

0197-82-3601／ mattogoya@abelia.ocn.ne.jp／300

円／定員20名／事前に申し込む／西和賀町役場沢内庁

舎集合／雪上を歩く服装、あればかんじき、スノーシ

ューなど、お弁当・水筒　　

福島
●森の学校(自然体験活動）／3/17(日)9～13時／湯の

岳山荘(いわき市)／主催：NPOいわきの森に親しむ会／

問い合わせ：松崎☎0246-44-3273／ yunodake@gray.

plala.or.jp／300円(昼食材料費）／定員30名／申し

込み不要／湯の岳山荘集合／野外活動のできる服装

●第32回雪上自然観察会／3/31(日)9時50分～12時30

分／裏磐梯（北塩原村）／主催：福島県自然保護協会／

問い合わせ：星☎024-557-8265／無料／クロスカント

リースキー所有者／定員20名／申し込み不要／サイト

ステーション集合

群馬
●春の山菜満載！「これ食べれるの？」かんさつ会／

3/20(水祝）10～15時／旧尾沢中学校とその周辺（南牧

村）／主催：ぐんま山森自然楽校／問い合わせ：剱持

☎090-9670-3380／ ken-fbwm@spice.ocn.ne.jp／3000

円（昼食、資料代、保険代込）／高校生以上／先着20

名／3/11までに申し込む／旧尾沢中学校集合／小雨決
行　

●スノーシューで歩く3月の玉原／3/24（日）9時30分

～15時／玉原高原（沼田市）／主催：利根沼田自然を

愛する会／問い合わせ：小林☎0278-23-1673／ dotosh

io21-10@bh.wakwak.com／無料／成人、雪上を歩く脚力

のある方／先着15名／3/16までに申し込む／たんばら

スキーパークリゾートセンター（リフト券売場前）集

合／晴天（薄曇りを含）時のみ実施。防寒着、スノー

シュー、ステッキ、スノーシュー用の長靴を持参。※

スノーシュー借用希望の方は、その旨を申込の中に記

載。お弁当・水筒　　

●春の山菜満載！「これ食べれるの？」かんさつ会／

3/31（日）10～15時／旧尾沢中学校とその周辺（南

牧村）／主催：ぐんま山森自然楽校／問い合わせ：剱

持☎090-9670-3380／ ken-fbwm@spice.ocn.ne.jp／中

学生以上2000円、小学生1200円（昼食、資料代、保険

込）／小学生以上の親子／先着20名／3/22までに申し

込む／旧尾沢中学校集合／小雨決行　

埼玉
●春を見つける自然観察会in里山／3/17（日）9時30分

～11時15分／トラスト5号地山崎山（宮代町）／主催：
山崎山こどもエコクラブ／問い合わせ：八木橋☎0480-

34-6581／小学生から大人まで／定員30名／申し込み不

要／新しい村ステージ集合

●見沼の自然と史跡を訪ねて―春の七草とシダレザク

ラ／3/23（土）9～12時／見沼たんぼ（さいたま市）／

主催：見沼たんぼくらぶ／問い合わせ：小野☎048-683-

1764／t.ono@axel.ocn.ne.jp／500円(中学生以下は無

料）／定員60名／申し込み不要／ JRさいたま新都心駅

改札口向側集合

●森林公園かんさつ会／3/28（木）10時20分～15時／

国営武蔵丘陵森林公園（滑川市）／主催：NPO武蔵丘陵

森林公園の自然を考える会／問い合わせ：谷津／fores

th@nifty.com／200円※公園入園料は別途（400円）／

申し込み不要／国営武蔵丘陵森林公園南口休憩所内集

合／お弁当・水筒　　

●自然観察ハイキング『小京都小川町の山寺とカタク

リの里』／3/30（土）／9時40分～15時／比企丘陵（小

川町）／主催：NPO法人自然観察さいたまフレンド／

問い合わせ：小野☎048-683-1764／ t.ono@axel.ocn.

ne.jp／500円(中学生以下は無料）／定員60名／申し

込み不要／東武東上線小川町駅集合／お弁当・水筒　
　
千葉
●里山の春／3/18（月）9～12時／萱野の里山（大網白

里町）／主催：自然観察やまぼうし／問い合わせ：上

田☎0475-72-8521／やまぼうし会員のみ／定員15名／

事前に申し込む／小中池公園駐車場集合

●自然の不思議をみつけよう！／3/20（水祝）13時30

分～15時30分／市川市木内ギャラリー（市川市）／問
い合わせ：高野☎047-337-1483／定員20名／申し込み

不要／市川市ギャラリー集合

●春色を見つけよう／3/23(土）10～14時／小中池よ

り矢口神社（大網白里町）／主催：自然観察やまぼう

し／問い合わせ：上田☎0475-72-8521／申し込み不

要／小中池公園駐車場集合

●「市民で育てる100年の森」春の観察会／3/24（日）

10～12時／こんぶくろ池自然博物公園（柏市）／主催：
NPO法人こんぶくろ池自然の森／問い合わせ：古橋☎

090-9146-4987／ furuisao@jcom.home.ne.jp／無料／

定員20名／ Eメールで事前に申し込む／こんぶくろ池

自然博物公園管理棟前集合／雨天中止

●砂浜の春を歩こう／3/26（火）9～12時／白里海岸

（大網白里町）／主催：自然観察やまぼうし／問い合
わせ：上田☎0475-72-8521／やまぼうし会員のみ／定

員15名／事前に申し込む／白里中央海水浴場集合

●雑木林の芽吹きと春の花／3/27（水）10～12時／野

田市パブリックゴルフ場けやきコース緩衝地帯林（野

田市）／主催：くもきり草の会／問い合わせ：引田

☎090-2721-7373／ hikita.s.2708-hanamidori1188@

ezweb.ne.jp／100円／小学生以上定員20名／申し込み

不要／野田市パブリックゴルフ場けやきコース駐車場

集合／カメラ、筆記用具。服装は長そで、長ズボン

東京
●ほんのり春風散歩道／3/16（土）10～12時／都立石

神井公園（練馬区）／主催：フィオーレ自然観察会／問
い合わせ：川上☎03-3996-0186／奥貫okunuki_fiore@

yahoo.co.jp／500円／定員40名／事前に申し込む／都

立石神井公園三宝寺池水辺観察園看板前集合／雨天中

止、双眼鏡、ルーペ、図鑑など観察用具　　筆記用具
　　
●小さな春見つけ隊／3/20（水・祝）10～12時／前

野公園（板橋区）／主催：板橋区立エコポリスセンタ

ー／問い合わせ：鈴木☎03-5970-5001／ info@itbs-

ecopo.jp／50円／定員20名／3/9までに往復はがき又

はEメールで、エコポリスセンターに申込み。詳細は問

合せ。／板橋エコポリスセンター集合／飲み物、雨具、

帽子、敷物

●第30回野川わくわく観察会（春を探そう）／3/24

（日）9時30分～14時／都立野川公園他（小金井市・三

鷹市）／主催：野川わくわく観察会／問い合わせ：小

口☎090-9240-0591／ hoguchi@nifty.com／500円（子

供100円）／定員40名／事前に申し込む／西武多摩川線

新小金井駅改札前集合／小雨決行　お弁当・水筒　　
雨具　　　双眼鏡、ルーペ、図鑑など観察用具　　

●第5回横沢入しぜんかんさつ会『春の里山で新たな

発見！』／3/30（土）／9時30分～12時30分／横沢入

（あきるの市）／主催：自然観察指導員東京連絡会

（NACOT)横沢入担当／問い合わせ：大崎☎090-2901-

5768／shino_nature@yahoo.co.jp／500円（大学生以下

100円、未就学児は無料）／親子／定員50名／事前に申

し込む／ JR五日市線武蔵増戸駅改札前集合／長そで、

長ズボン、帽子、長靴、敷物、健康保険証、お弁当・
水筒　　雨具　　　双眼鏡、ルーペ、図鑑など観察用
具　　

●ピンク、白、黄色の鮮やかな花々が咲き誇る新宿御

苑で、春を実感！／3/30(土)10～12時／新宿御苑(

新宿区・渋谷区)／主催：自然観察指導員東京連絡会

（NACOT)新宿御苑自然観察会／問い合わせ：早川☎090-

5816-9372／ hayacyan27@yahoo.co.jp ／300円(小学生

100円、未就学児無料）※入園料200円は別途／定員30

名／事前に申し込む／新宿御苑新宿門前集合／雨具　
　　筆記用具　　双眼鏡、ルーペ、図鑑など観察用具
　　小雨決行　

神奈川
●身近な自然観察会（第128回）スプリングエフェメラ

ル／3/16（土）10～12時／県立東高根森林公園（川崎

市）／主催：東高根森林公園フォーラム／問い合わせ：

白鳥☎044-865-6263／ shiratori6263@nifty.com／子

ども～一般定員40名／申し込み不要／ビジターセンタ

ー集合

●これぞ谷戸山の春／3/17（日）13～15時／県立座間

谷戸山公園（座間市）／主催：GT谷戸山グループ（グ

リーンタフやとやまグループ）／問い合わせ：髙橋☎

046-255-7300／ mitaka@sepia.plala.or.jp／定員20

名／申し込み不要／体験館前集合／歩きやすい服装。

あればルーペ持参

●早春の鷹取山を観察しよう！／3/17(日)10～12時／

三浦半島鷹取山(横須賀市)／主催：鷹取山自然観察

会／問い合わせ：本多☎090-4177-0164／ fwjg2350@

mb.infoweb.ne.jp／100円（保険代）／定員15名／事前

に申し込む／鷹取山山頂広場公園管理人詰所前集合／

詳細は「鷹取山の花と樹」のウェブサイト参照

●春に出会おう、駒寄川、清水谷／3/20（水祝）9～15

時30分／茅ヶ崎市駒寄川（茅ヶ崎市）／主催：鶴が台中

学校　将棋部／問い合わせ：山本☎0467-51-1170／yuu

yuki@jcom.home.jp／５㎞以上歩ける方／定員20名／E

メールで事前に申し込む／鶴が台中学校正門前集合／

雨天中止、お弁当・水筒　　雨具　　　／問い合わせ

はEメールで

●「あざおね自然かんさつ会　～春のカエル調査とベ

ースマップづくり」／3/20（水祝）9時30分～15時30

分／青根（相模原市）／主催：あざおね社中／問い合
わせ：村山☎070-5029-4216／ mail@azaone.com／500

円（子ども300円）／小学生以上／定員20名／3/8まで

に氏名・住所・年齢・当日の連絡先・現地集合の可否

を明記してEメールで申し込む／相模原市立青根小学

校集合／雨天中止、野山を歩ける服装、健康保険証の

写し、お弁当・水筒　　

●里の春観察会／3/24(日)10～11時30分／城山自然

の家(相模原市)／主催：城山エコミュージアムを育て

る会／問い合わせ：相模原市生涯学習課　山口☎042-

783-8184／shiro-kyouiku@city.sagamihara.kanagawa.

jp／定員30名／事前に申し込む／城山自然の家集合／

雨天中止、飲物、タオル、筆記用具　　双眼鏡、ルー
ペ、図鑑など観察用具　　

新潟
●早春の観察会と公園整備活動／3/24（日）9～12時／

五智公園（上越市）／主催：エコトピア上越／問い合
わせ：古澤☎025-543-5042／小学4年生以上／定員15

名／申し込み不要／五智公園駐車場（青少年文化セン

ター側）集合

山梨
●泉の里地里山自然観察会（春の目覚め）／3/17（日）

8時30分～12時※日程変更の可能性もあり。要連絡／飛

沢溜池～井富溜池（北杜市）／主催：八ヶ岳自然観察

の会／問い合わせ：伏見☎090-5806-8640／20122yat

omori@nexyzbb.ne.jp／無料／定員20名／申し込み不

要／飛沢溜池南側道路集合

石川
●自然・山菜学修会／3/30（土）、31（日）各9～13

時／卯辰山周辺（金沢市）／主催：元氣サロン／問い

合わせ：上村☎090-4686-4124／39green@gmail.com／

定員20名／事前に申し込む／金沢市天神橋バス停付近

集合／体に障がいのある方は、事前にお知らせくださ

い。

長野
●志賀高原自然観察会／3/23（土）9時30分～14時30

分／志賀高原（山ノ内町）／主催：志賀高原自然保

護センター／問い合わせ：三ツ橋☎0269-34-2133／

shizenhogo-center@shigakogen.gr.jp／無料／小学生

以上定員30名／事前に申し込む／高井郡山ノ内町志賀

高原蓮池　志賀高原総合会館98集合／スノーシュー貸

出無料、スキーウェアー等の防寒具・帽子・ゴーグ

ル・グローブ・昼食・スノーシューズ（冬山登山靴や

スノーボードブーツ等）志賀高原自然保護センター公

式ホームページに詳細を記載いたします。http://www.

shizenhogo-center.shigakogen.gr.jp/　

岐阜
●早春の花を探そう／3/20(水祝）8～11時／萩原地

内（下呂市）／主催：自然観察サークル　ヤマセミの

会／問い合わせ：長谷川☎0576-52-3059／定員20名／

事前に申し込む／下呂総合庁舎駐車場集合

●片道切符で・可児川バードウォッチング／3/20（水・

祝）9～12時／可児川中流域（御嵩町）／主催：オオ

タカと美しい自然を守る会／問い合わせ：篭橋☎0574-

67-2554／mym-knh@nifty.com／無料（片道の電車代160

円は別途）／定員30名／申し込み不要／名古屋鉄道御

嵩駅さんさん広場集合

●里山で春を探そう／3/23（土）9～14時／岩村町上

平地区（恵那市）／主催：岩村　森の自然教室／問い
合わせ：山内☎090-8322-9044／ kuni0214@shuukun.

enat.jp／定員15名／事前に申し込む／岐阜県恵那市

岩村振興事務所駐車場集合／お弁当・水筒　雨具

静岡
●森の春を感じよう／3/31（日）10時30分～12時／や

すらぎの森（静岡市）／主催：NPO法人　庵原里山研究

会／問い合わせ：阿久津☎&FAX054-385-5639／ yagai@

tokai.or.jp／100円／定員20名／ FAXかメールで申込

む／やすらぎの森（黒川自然園）集合／あれば植物・

鳥類図鑑

愛知
●早春の潮だまり観察とゴミ拾い／3/24（日）10～14

時30分／藤前活動センター（名古屋市）／主催：特定

非営利活動法人藤前干潟を守る会／問い合わせ：戸苅

☎080-5157-2002／ info@fujimae.com／200円（幼児

無料）／定員30名／事前に申し込む／藤前活動センタ

ー集合／お弁当・水筒

●里山の生物回廊ー森・湿地・ため池の観察／3/27

（水）9時30分～15時／犬山市善師野平谷（犬山市）／

主催：NPO法人犬山里山学研究所／問い合わせ：林☎

0568-65-2300／ inuyama@satoyama-gaku.jp／小学5年

生以上／定員10名／事前に申し込む／犬山市善師野愛

知用水駐車場集合／湿地植物園の整備活動も行うため

あれば剪定はさみ

三重
●里道ウォーキング（春をさがそう！）／3/20（水祝）

9時30分～15時／大仏山周辺／主催：大仏山自然クラ

ブ／問い合わせ：橋本☎0596-23-2725／100円／定員

15名／事前に申し込む／県立大仏山公園管理事務所前

集合／暖かく歩きやすい服装、お弁当・水筒　　筆記
用具　　

滋賀
●比叡山で春を見つけよう！／3/20（水祝）8時45分

～15時半／比叡山（大津市）／主催：日吉大社自然観

察倶楽部／問い合わせ：辻田☎077-579-6659／ kamoh

ura1275_mua@mx.scn.tv／200円／定員20名／事前に申

し込む／日吉大社正面受付前集合／飲物、帽子、タオ

ル、おやつ、お弁当・水筒　　

兵庫
●春を探そう／3/20（水祝）9～14時／兵庫県立有馬富

士公園（三田市）／主催：さんだネィチャークラブ／

問い合わせ：菊田☎079-564-3046／200円（保険代ほ

か、会員以外の方のみ）／定員20名／申し込み不要／

JR新三田駅前集合／タオル、お弁当・水筒　　双眼鏡、
ルーペ、図鑑など観察用具　　

奈良
●明日香の里で春を楽しもう／3/17（日）9時30分～14

時／明日香村祝戸周辺（明日香村）／主催：奈良自然

観察会／問い合わせ：久保田 ☎&FAX 0743-69-2507／

t-kubota3777@kcn.jp／親子（小学生以下は保護者同

伴）／定員50名／電話かFAXで事前に申し込む／石舞台

古墳駐車場集合

京都
●巨椋で春を見つけよう！／3/31（日）9～14時／宇

治市西宇治公園→巨椋排水機場、巨椋池干拓田（宇治

市、京都市、久御山町）／主催：巨椋案内人倶楽部／

問い合わせ：福本☎090-4277-6390／ogla-manma@nike.

eonet.ne.jp／無料／定員20名／事前に申し込む／宇

治市西宇治公園駐車場集合／お弁当・水筒

大阪
●小川のいきものをさがそう（水生生物観察会）／

3/31（日）9時30分～12時／河内長野市天見流谷（河

内長野市）／主催：（公社）大阪自然環境保全協会　

えぼしがた公園自然観察会／問い合わせ：田原☎0721-

63-1692／xkaoru@iris.eonet.ne.jp／200円、（家族500

円）／大人、こども（小学生以下は保護者同伴）／定員

30名／申し込み不要／南海電鉄高野線天見駅集合／不

要になったザルやバケツ・タオル・筆記用具・あれば

双眼鏡・ルーペ・図鑑などの観察用具、服装：川に入

って観察するので長靴または濡れてもよい運動靴（サ

ンダル不可） 必要なら着替え

和歌山
●郷土の森　春の里山のいきもの／3/23（土）9時30

分～11時30分／郷土の森（橋本市）／主催：橋本ひだ

まり倶楽部／問い合わせ：井奥☎0736-36-1504／ act

satoyama@mbd.nifty.com／無料／小学生～大人定員30

名／申し込み不要／橋本市運動公園（ひだまり郷）郷

土の森学集体験棟集合／希望者はシイタイのホダ木作

りを体験できます。

鳥取
●春の野草てんぷらと湖山池学習会／3/30（土）10～

15時／青島公園湖山池（鳥取市）／主催：自然観察指

導員鳥取連絡会／問い合わせ：清末☎0857-28-4317／

HQH01316@nifty.ne.jp／定員20名／申し込み不要／湖

山池（青島公園）集合／お弁当持参ですが、青島公園

で現地調達の野草でてんぷらをします。塩分濃度の管

理で問題となっている湖山池を船で回り現状を観察し

ます。

岡山
●吉備中山きまま探鳥会／3/21（木）9時30分～12時／

吉備中山（岡山市）／主催：吉備中山の四季と自然を

楽しむ会／問い合わせ：上西☎090-7127-8651／ ueni

shi@orange.ocn.ne.jp／無料／定員30名／申し込み不

要／吉備津神社駐車場集合／双眼鏡、ルーペ、図鑑な
ど観察用具　　

香川
●五色台お山歩隊／3/22（金）、3/29（金）9時50分～

14時／五色台ビジターセンタークラフトルーム（坂出

市）／主催：五色台お山歩隊／問い合わせ：木村☎0877-

49-1788／donguriakkohan@yahoo.co.jp／100円／未就学

児童と保護者を含む家族参加OK／定員30名／申し込み

不要／五色台ビジターセンタークラフトルーム集合／

おむすび持参

●「 こ の 指！ と・ ま・ れ！」 ／3/24（ 日 ）8時5

0分～14時／ドングリランドビジターセンター（高松

市）／主催：NPO法人どんぐりネットワーク／問い合
わせ：ドングリランドビジターセンター☎087-840-

4072／ donguriakkohan@yahoo.co.jp／500円／定員50

名／3/20までに申し込む／ドングリランドビジターセ

ンター集合

福岡
●春を楽しもう／3/17（日）14～16時／春日公園（春
日市）主催：ナイス福岡／問い合わせ：田村☎090-8220-
6160／kurabird-.tamura@nifty.com／無料／定員20名／
申し込み不要／春日公園第5駐車場そばの自然かんさ
つ館前集合／雨天決行　　

●「健康の森の春をみつけよう」－身近な自然を再発

見／3/20（水祝）10～15時／健康の森公園（飯塚市）／

主催：筑豊の自然を楽しむ会（ちくぜんらく）／問い
合わせ：エコ工房☎0948-22-5679／定員30名／事前に

申し込む／飯塚市リサイクルプラザ工房棟　エコ工房

集合／動きやすい格好、お弁当・水筒　　雨具　

熊本
●全国一斉自然観察会in立神峡～里山の春をさがそう

～／3/17（日）9～12時／立神峡里地公園（氷川町）／

主催：立神峡里地公園管理組合／問い合わせ：坂田☎

0965-62-1543／ tategamikyou@yahoo.co.jp／100円／

定員20名／申し込み不要／立神峡里地公園管理棟集

合／散策に適した服装と靴

●貝殻さがし／3/17（日）13時30分～15時30分／魚貫

崎海水浴場（天草市）／主催：天草ビーチコーミング

研究会 浜遊／問い合わせ：武田☎0969-72-8821／ blu

enanatu@yahoo.co.jp／小学生低学年とその親・定員10

名／ TELで申し込む／天草レストハウス結乃里集合

●川辺川・球磨川の水環境を調べよう調査観察会／

3/20（水・祝）10～15時／球磨川・川辺川（相良村・

人吉市）／主催：自然観察指導員熊本県連絡会（自然観

察くまもと）／問い合わせ：田畑☎090-7987-5752 ／ 

sugakirita-shizenkumamoto@yahoo.co.jp／200円（保

険料等）／中学生以上／申し込み不要／川辺川の権現

橋の下(川辺川最下流の橋)集合※集合場所は次のサイ

トで確認して下さい。http://yahoo.jp/uJa-rp ／長靴

（胴長)、防寒着、万が一のための着替え、弁当・飲み

物、タオル、小雨決行、増水中止。

沖縄
●ヤエヤマボタル観察会／3/25～31までの毎日　19～

20時／石垣市／主催：フィールドネイチャー石垣島問
い合わせ：鶴田・奥野☎0980-86-7150／ ishigaki@fie

ldnature.com／2500円（幼児1000円）／幼児からご年

配／定員9名／事前に申し込む／履きなれた靴、長そ

で、長ズボン、虫よけスプレー／無料送迎（市街地の

み、要問い合わせ）

●カヌーで行く、マングローブ林と干潟観察会／3/16

～31までの毎日（27日、28日は除く）所要時間約3時

間／宮良川（石垣市）／主催：フィールドネイチャー

石垣島／問い合わせ：鶴田・奥野☎0980-86-7150／

ishigaki@fieldnature.com／中学生以上5000円、小学

生4000円、幼児1000円／幼児からご年配／定員16名／

事前に申し込む／宮良橋横駐車場集合または無料送迎

（市街地のみ、要問い合わせ）／雨天決行

●やんばるの森を歩く／3/27（火）10～14時／国頭

村／主催：亜熱帯林研究会／問い合わせ：上野☎090-

8292-1600／shizen-k@woody.ocn.ne.jp／定員10名／事

前に申し込む／道の駅「ゆいゆい」集合


