おでかけ
「いしかわ
自然学校」

「いしかわ自然学校 」が
出前出来ること、ご存知ですか？
学校・町内会・公民館・企業・グループなどの行事で何かしたい！
と考えているなら、おでかけ「いしかわ自然学校」を検討してみては
いかがでしょうか。
様々な自然体験プログラムや環境学習プログラムを提供している
「いしかわ自然学校」の一部プログラムをご希望に合わせた時間・場所
に出前します。
指導するのは「いしかわ自然学校」インストラクターを中心とした
経験豊富なスタッフ。多種多様なプログラムをご用意しておりますの

出前教室での光景

で、是非ご利用ください。

● 野外料理
● 森のようちえん

提供プログラム例
お問い合わせ窓口

● クラフト
● ネイチャーゲーム など

TABITAIKEN ネット（mail：tabitaiken@gmail.com）

2019

石川の自然ファンを増やす活動に参加しませんか
『2019年度いしかわ自然学校プログラム』を募集します。
いしかわ自然学校は、県、市町やNPO、さらに旅行業や宿泊業を行っている民間の事業者、同好会等のグループが
加わって、自然体験プログラムを提供しています。

いしかわ自然学校のプログラムに参画したいとお考えの団体・グループ等にあっては、いしかわ自然学校事務局に
ご相談ください。

あなたの思いを伝える活動を応援します。
豊かな自然と触れ合いたい、人との繋がりを大切にしたい、仲間を増やして世界を広げてみたい。

自然体験
「感動する力」を養って石川の自然ファンの輪を広げましょう。
活動指導者

募集！
！

いしかわ自然学校事務局は、隔年で「インストラクタースクール」を実施しています。

（2019年5月より開講・次回2021年に実施予定）

2019年度スクール受講生の募集についてなど、詳しいことは、いしかわ自然学校HP、または事務局
までお問い合わせください。

参加者募集

いしかわ自然学校 とは
「自然の神秘さや不思議さを感じとる、
自然とふれあいながら自然と人との
さまざまな関係に気づき、
よりよい関係づくりについて楽しく学ぶ」
それが、いしかわ自然学校です。
たくさんのプログラムの中から、大人
だから楽しめる選りすぐりを集めました。

〒920-8203 金沢市鞍月 2 丁目 1 番地 いしかわエコハウス内
公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議
■開館時間

午前9時～午後7時
（ただし、日曜日は午後5時まで）

■休 館 日

TEL：076-266-0881 FAX：076-266-0882
E-mail：shizen@eco-partner.net ホームページ：http://ishikawashizen.jp

毎週月曜日、祝日、年末年始
再生紙と植物油インキを使用し、
「水なし印刷」を
採用した環境にやさしい印刷物です。

2019
大人向けプログラムカレンダー
忙しい日々の合間に、ほっと一息つくひととき。
慌ただしい子育ての毎日に、ふと胸を打つ子どもの澄み切った感性。
大人だからこそ楽しめる「いしかわ自然学校プログラム」

通年
複数月

スノーケリングの指導者になろう！

センター等で開催されるスノーケリング事業における指導者の養成プログラムです。磯の自然や生きものに関する講義や実
習などを通じて、指導者として必要な知識や技術などを深めていただきます。

日
程／7月13日
（土）〜14日（日）、7月20日（土）午前、8月17日（土）午前
開催場所／のと海洋ふれあいセンターおよび海の自然体験館
開催時間／午前 集合 09：20、開始 09：30、解散 12：00
午後 集合 13：20、開始 13：30、解散 16：00
参 加 費／1,000円（器材をお持ちの方は不要、入館料200円が別途必要）
対
象／高校生以上のスノーケリングの基礎技術を有する方
定
員／各回20名
主 催 者／のと海洋ふれあいセンター
〒927-0552 石川県鳳珠郡能登町越坂3-47 TEL0768-74-1919 FAX0768-74-1920
E-mail：nmci@notomarine.jp HP：http://notomarine.jp/
問合せ＆申込先／主催者と同じ 実施日の1週間前までに申し込み
募集期間／4月1日（月）〜
申込方法／電話・FAX・e-mail・ウェブ

通年
複数月

※天 候などの都合によりプログラムが変更あるいは中止される場合があります。プログラムの内容については、
「 問合せ＆
申込先」に、また、いしかわ自然学校HPもご確認ください。

通年
複数月

【独身限定】
アウトドアで出会いが見つかる“白山で山飯を作ろう ! ”

〜2019 たんぽぽHAPPYプロジェクト〜

ピークハントだけが登山じゃない！

山飯作りを通して、自然や登山の楽しさを学ぶ3回シリーズのプログラムです。
出会いを求めている方、登山を始めたい方、アウトドアを一緒に楽しむ仲間を探している方にオススメです。
このプログラムがご縁で16名（8組）
が成婚されました。
（1）6/2は、仲間づくりと登山の基本を学びます。
（日帰り）
（2）7/7は、軽登山と山飯の楽しみ方を学びます。
（日帰り）
（3）8/17〜18は、白山登山。南竜山荘ケビンに泊まり山飯作りや仲間との交流を深めます。（1泊2日）
・荒天時はプログラムを変更する場合があります。

日
程／
（1）6月2日
（日） 日帰り、
（2）
7月7日
（日） 日帰り、
（3）
8月17日
（土）
〜8月18日
（日） 1泊2日
開催場所／
（1）金沢市 キゴ山ふれあいの里 （2）白山 市ノ瀬周辺 （3）
白山 南竜ヶ馬場周辺 ケビン泊
集合場所／
（1）金沢市 キゴ山ふれあいの里 （2）
（3）白山 市ノ瀬登山口ビジターセンター前
参 加 費／【事前振込】
（1）
（2）は、各5,000円（昼食付）（3）
は、18,000円
（1泊3食付） 全参加は25,000円
対
象／45歳以下の独身
2回以上参加でき、白山登山可能な方
（1）の欠席者には、別途登山レクチャーあり
定
員／独身男女各10名（計20名）
主 催 者／たんぽぽHAPPYプロジェクト【担当：いしかわ自然学校インストラクター 中西】
E-mail：happytanpopo@gmail.com
HP：https://www.facebook.com/tanpopo.happy.project/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／3月1日（金）〜5月10日（金）
申込方法／e-mail
注意事項／参加申込者には詳細をご案内します。
（3）は、初心者の方も楽しく登山を楽しめるように白山頂上
（御前ヶ峰）
には行きません。
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自然解説員新規養成講座
石川の自然を案内してみませんか

もっと自然の声が聴ける大人になりませんか？

ナチュリーマーク … いしかわ自然学校インストラクターが実施・協力するプログラムです

スノーケリング指導者研修会

（1）
4月14日開講・救急法講習 （2）
観察会参加 能登・金沢・加賀各地区1回
（3）
白山研修 7月6日〜7日 （4）
座学 白山登山と高山植物の集い 6月15日
（5）
座学 石川の自然 （6）
面談

日
程／4月14日
（日）〜11月30日（土）
開催場所／石川県内
開催時間／初回：4月14日 午前9時30分〜午後4時
参 加 費／10,000円程度（実費）
対
象／18歳〜55歳位
夏
 は白山室堂・南竜ヶ馬場で、また石川県内各地での自然観察会にて解説活動する意欲のある方。夏山登山や野外活動にお
けるある程度の技術と体力（白山で最低10年程度活動できる方）があること。
定
員／10名程度
主 催 者／石川県自然解説員研究会 HP：https://kaisetuin.jimdo.com/
問合せ＆申込先／北方（きたがた）
TEL090-8266-3376 E-mail：kitagatakeiko@gmail.com
募集期間／2月1日（金）〜4月10日（水）
申込方法／電話・e-mail

4月

5月

河内庄吉岡の歴史探訪

〜1回目〜

登山道の点検作業を体験しよう!

吉岡の境明神と上洛した佐羅宮の神輿
の通った道を訪ねます。
※山歩きができる服装

白山に恩返し!白山登山道整備を学ぼう!

白山の登山道にはボランティアで整備されている箇所が
あります。別山に続くチブリ尾根登山道で維持管理作業
を体験しましょう。1回目は雪解け後の登山道点検を避難
小屋まで実施します。※登り3時間程度の登山を伴いま
す。装備や体力に心配のある方はお問い合わせ下さい。

荒天の場合は中止

日
程／4月28日
（日）
開催場所／白山市河内町吉岡
集合場所／白山ろくテーマパーク公園センター（駐車場）
開催時間／9:30〜12:00
参 加 費／1人300円
対
象／一般
定 員／15名
主 催 者／石川県立白山ろく民俗資料館 【担当：大宮】
〒920-2501 石川県白山市白峰リ30番地
TEL・FAX076-259-2665
E-mail：hakumin@pref.ishikawa.lg.jp
HP：http://www.pref.ishikawa.jp/hakusanminzoku/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／3月29日（金）〜4月23日（火）1ヶ月前から電話などで受付
申込方法／電話・FAX・e-mail

日
程／5月18日
（土）
開催場所／白山市白峰地内 チブリ尾根登山道
集合場所／市ノ瀬ビジターセンター
開催時間／集合 7：00、解散 16：00
参 加 費／無料（昼食や飲料は各自で用意下さい）
対
象／18歳以上（登山装備必須、お子様同伴はお問い合わせ下さい）
定
員／20名
主 催 者／NPO法人 白山の自然を考える会 【担当：北市】
TEL080-6357-7843
E-mail：nagato1931@yahoo.co.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／4月1日（月）〜5月12日
（日）
申込方法／電話・e-mail
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5月

5月

越前往来谷峠道探訪
福井藩主結城秀康が牛の背で越えた道
を歩きます。

日
程／5月25日
（土）
開催場所／石川県立白山青年の家
集合場所／石川県立白山青年の家
（白山市八幡町戌142番地）
開催時間／集合 9:00、開始 9:30、解散 15:00
参 加 費／1人1,500円
対
象／高校生、一般、保育士、教員他
定
員／40名
主 催 者／石川県立白山青年の家 【担当：荒川】
〒920-2113 石川県白山市八幡町戌142番地
TEL076-272-3695 FAX076-272-3694
HP：http://www.hakusanseinen.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／4月6日
（土）
〜定員になり次第締切
申込方法／電話

6月

白山外来植物除去ボランティア
研修講座①

森の案内人と行く森ツアー×森ヨガ

高山植物を守ろう

森目線で歩くと、そこには何が見えてくる!?ツアー
の途中、森の中でヨガもします（初心者大歓迎）。
ツアーの最後は森の案内人を囲んでお話を聞く時
間も設けます。ピン！ときた方、是非お気軽にご
参加ください。
森の案内人サイト→https://www.niwatomori.com/

日
程／6月1日
（土）
開催場所／白山市鶴来総合文化会館クレイン（白山市七原町77番地）
開催時間／受付 13:00、開始 13:30、解散 15:30
参 加 費／無料
対
象／高校生以上
定 員／100名
主 催 者／白山自然保護センター、NPO法人環白山保護利用
管理協会 【担当：平松】
〒920-2326 石川県白山市木滑ヌ4番地
TEL076-255-5321 FAX076-255-5323
E-mail：hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
HP：http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／5月7日（火）〜定員になり次第締切
申込方法／電話・FAX・e-mail

日
程／6月1日
（土）
開催場所／卯辰山
開催時間／集合 10：00、解散 16：00
参 加 費／4,500円
対
象／高校生以上
定
員／15名
主 催 者／Yoga Room Air 【担当：生野】
TEL090-9449-1068
E-mail：iku@yogaroom-air.com
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／4月1日
（月）
〜5月26日
（日）
申込方法／電話・e-mail

6月

里山のおもてなし 笹寿し作り
初夏の自然の恵みをいただきます

県民白山講座①

白山登山と高山植物の集い
白山を知ろう

初夏の里山の笹の生態を調べ、伝統的なおもてな
し料理、笹寿しを調理します。合わせて地域食材
を活かすいしかわの里山食文化や地産地消の食
による環境負荷低減効果を学びます。

白山の夏山シーズンを前に、登山のための装備や
救急法、白山の高山植物などについて紹介しま
す。登山相談コーナーも設け、皆さんからの質問
に答えます。

日
程／6月15日
（土）
開催場所／夕日寺健民自然園 体験工房
（金沢市夕日寺町ハ116）
開催時間／集合 9：30、終了 14：00
参 加 費／1人1,500円（レクレーション保険込）
対
象／一般
定
員／20名
主 催 者／NPOエコラボ【担当：中村】
TEL・FAX076-253-8112
E-mail：elaboesd@yahoo.co.jp
HP：https://www.facebook.com/NPOecolabo/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／4月15日(月) 〜5月31日(金)
申込方法／電話・FAX・e-mail

日
程／6月15日
（土）
開催場所／白山市民交流センター大会議室
（白山市倉光2丁目1番地）
開催時間／受付 13:00、開始 13:30、解散 16:00
参 加 費／無料
対
象／高校生以上
定 員／150名
主 催 者／白山自然保護センター、石川県自然解説員研究会
共催：白山市 【担当：平松】
〒920-2326 石川県白山市木滑ヌ4番地
TEL076-255-5321 FAX076-255-5323
E-mail：hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
HP：http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
申込方法／不要
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〜2回目〜

日
程／6月15日
（土）
開催場所／白山市白峰地内 チブリ尾根登山道
集合場所／市ノ瀬ビジターセンター
開催時間／集合 9：00、解散 15：00

日
程／6月16日
（日）
開催場所／石川県立能登少年自然の家
集合場所／石川県立能登少年自然の家
参 加 費／600円程度
対
象／高校生〜一般
定
員／20名
主 催 者／石川県立能登少年自然の家 【担当：奥】
〒927-0604 石川県鳳珠郡能登町九里川尻16字20番地
TEL0768-72-2200
HP：http://www.ishikawa-shizen.jp/noto/top.html
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／約1ヶ月前からホームページ等でお知らせ
電話で受付
申込方法／電話

（登山口の作業は午前のみの参加も可能です）

参 加 費／無料（昼食や飲料は各自で用意下さい）
対
象／18歳以上（お子様同伴はお問い合わせ下さい） 定 員／30名
主 催 者／NPO法人 白山の自然を考える会 協力：環白山
保護利用管理協会 【担当：北市】
TEL080-6357-7843
E-mail：nagato1931@yahoo.co.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／4月1日（月）〜6月9日（日）
申込方法／電話・e-mail

6月

6月

ボランティア養成講座

森のASOBI塾Ⅱ

鞍掛山 環境整備ボランティア体験活動
安全・安心な登山を目指しましょう!

行者岩登山道の整備、甌穴、水谷滑滝、鞍掛山中
谷滝草刈の整備活動をします。

野外活動リーダーのスキルアップを!

自然の中でのアクティビティーや自然物を使っ
た創作活動を体験しボランティアとしての資質
の向上を目指します。

積極的なご参加お待ちしております!
鎌・鍬・草刈機をお持ちの方はご持参頂けたら幸いです。
お弁当、水筒をご持参下さい。

日
程／6月22日
（土）
開催場所／石川県立白山青年の家
集合場所／石川県立白山青年の家（白山市八幡町戌142番地）
開催時間／集合 9:00、開始 9:30、解散 15:00
参 加 費／1人1,500円
対
象／高校生、一般、保育士、教員他
定
員／40名
主 催 者／石川県立白山青年の家 【担当：荒川】
〒920-2113 石川県白山市八幡町戌142番地
TEL076-272-3695 FAX076-272-3694
HP：http://www.hakusanseinen.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／4月6日（土）〜定員になり次第締切
申込方法／電話

6月

ボランティア養成セミナー
能登少年自然の家の「いしかわ子ども自然学校」
をサポートするスタッフを養成する講座です。
講義「ボランティア活動について」と大型カヌー
舵取り体験などがあります。子どもたちと一緒
に海の活動を楽しむスタッフになりませんか。

白山の登山道にはボランティアで整備されている箇所が
あります。2回目は登山道に侵入した外来植物の対策を
実施します。登山道
（徒歩2〜3時間）
、登山口周辺
（徒歩
30分程度）
に分かれて作業します。参加者の体力で班分
けします。登山口の作業は、初心者やお子様大歓迎です!

全国から引っ張りだこ ! 森の案内人・
三浦豊氏と歩く森ツアーです。

白山の生態系保全対策の一環として、白山に侵入し
た低地性の外来植物を除去するために必要な知識を
学びます。この講座を受講された方は、ボランティ
アとして白山で外来植物を除去することができます。

6月

白山に恩返し!白山登山道整備を学ぼう!
白山に侵入した外来植物対策を体験しよう!

自然の中でアイスブレイクゲームや集団遊びを
学び、キャンプの楽しみ方などボランティアとし
ての資質の向上を目指します。

日
程／5月19日
（日）
開催場所／福井県勝山市・白山市白峰
集合場所／白山ろく民俗資料館
開催時間／8:30〜15:00
参 加 費／1人300円
対
象／一般
定 員／15名
主 催 者／石川県立白山ろく民俗資料館 【担当：大宮】
〒920-2501 石川県白山市白峰リ30番地
TEL・FAX076-259-2665
E-mail：hakumin@pref.ishikawa.lg.jp
HP：http://www.pref.ishikawa.jp/hakusanminzoku/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／4月19日（金）〜5月14日（火）1ヶ月前から電話などで受付
申込方法／電話・FAX・e-mail

6月

森のASOBI塾Ⅰ

6月

野外活動リーダーのスキルアップを!

※山歩きができる服装・昼食持参
荒天の場合は中止

6月

ボランティア養成講座

日
程／6月23日
（日）
開催場所／鞍掛山第一駐車場   集合場所／鞍掛山第一駐車場
開催時間／集合・開始 9：00、解散 13：00
参 加 費／無料
対
象／高校生以上
定 員／なし
主 催 者／里山自然学校こまつ滝ヶ原
〒923-0335 石川県小松市滝ヶ原町ウ20番地
TEL0761-65-2436
HP：http://satoyama-komatsu.com/
問合せ＆申込先／山下
TEL090-5680-1548 FAX0761-65-2436
E-mail：ma-kura@hi3.enjoy.ne.jp
募集期間／4月1日（月）〜6月22日
（土）
申込方法／電話・FAX・e-mail・ウェブ

6月

白山に恩返し!白山登山道整備を学ぼう!

〜3回目〜

ネイチャーゲームリーダー養成講座
あなたも自然案内人になりませんか

自然の中で、見る、聴く、触れる…ネイチャーゲー
ムリーダーは、ネイチャーゲームをはじめとする
シェアリングネイチャー活動を通して、身近な子
どもや大人に自然を案内することで心動かす体
験を伝える人であり、また、自らも自然とのふれ
あいを楽しめる人のことです。

白山高山帯のサンショウウオを観察しよう!

別山に続くチブリ尾根登山道で維持管理作業を体験し
ましょう。3回目はチブリ尾根の自然を知る活動とし
て、サンショウウオの観察を実施します。※登り3時間
程度の登山を伴います。装備や体力に心配のある方は
お問い合わせ下さい。

日
程／6月29日
（土）
開催場所／白山市白峰地内 チブリ尾根登山道
集合場所／市ノ瀬ビジターセンター
開催時間／集合 7：00、解散 16：00
参 加 費／無料（昼食や飲料は各自で用意下さい）
対
象／18歳以上（登山装備必須、お子様同伴はお問い合わせ下さい）
定
員／20名
主 催 者／NPO法人 白山の自然を考える会 【担当：北市】
TEL080-6357-7843
E-mail：nagato1931@yahoo.co.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／4月1日（月）〜6月23日（日）
申込方法／電話・e-mail

日
程／6月29（土）〜6/30（日）日帰り2日※宿泊も可能です
開催場所／石川県白山青年の家
開催時間／6月29日：9：00〜20：30 6月30日：9：00〜16：30
参 加 費／17,000円
※食費（29日昼、夕食、30日昼食 全3食分1,610円）
、講習費、
教材費、副読本代を含みます。
※リーダー登録（資格取得）諸費用は含まれておりません。
対
象／18歳以上でネイチャーゲームに関心がある方
定
員／先着20名
主 催 者／石川県シェアリングネイチャー協会【担当：蔦原（つたはら）】
E-mail：ishikawa.sna@gmail.com
HP：https://www.naturegame.or.jp/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／3月8日（金）〜6月25日
（火）
申込方法／e-mail・ウェブ
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7月

7月

自然体験指導者養成講習
沢登り教室 入門編
初めての方対象の沢登り教室

日
程／7月6日
（土）
開催場所／石川県立白山ろく少年自然の家および手取湖
集合場所／石川県立白山ろく少年自然の家
参 加 費／1人1,500円程度
対
象／各種少年団体指導者、大学生、小・中・高校教員
定
員／40名
主 催 者／石川県立白山ろく少年自然の家
〒920-2331 石川県白山市瀬戸ワ29
TEL076-256-7114
HP：http://www.hakusan6.com/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／約1ヶ月前から受付
（休館日は除く）
申込方法／電話のみ

7月

白山に恩返し!白山登山道整備を学ぼう!

〜4回目〜

白山に侵入した外来植物対策を体験しよう!

白山外来植物除去ボランティア
研修講座②

日
程／7月7日
（日）
開催場所／白山国立公園センター
集合場所／白山国立公園センター
（白山市白峰ツ57乙）
開催時間／受付 13:00、開始 13:30、解散 15:30
参 加 費／無料
対 象／高校生以上
定 員／100名
主 催 者／白 山自然保護センター、NPO法人環白山保護利用
管理協会 【担当：平松】
〒920-2326 石川県白山市木滑ヌ4番地
TEL076-255-5321 FAX076-255-5323
E-mail：hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
HP：http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／5月7日
（火）
〜定員になり次第締切
申込方法／電話・FAX・e-mail

7月

白山に恩返し!白山登山道整備を学ぼう!

〜5回目〜

環境に配慮した登山道整備を体験しよう!

白山に恩返し!白山登山道整備を学ぼう!

〜6回目〜

白山の外来植物の実態を観察しよう!

白山の登山道にはボランティアで整備されている箇所
があります。別山に続くチブリ尾根登山道で維持管理
作業を体験しましょう。5回目は環境に配慮した登山道
整備を実施します。※登り1時間程度の場所で実施しま
す。体力に心配のある方やお子様も参加可能です!

6回目は外来植物侵入の実態を南竜で観察します。ハク
サンオオバコとオオバコが混生している場所では、何が
起こっているでしょうか？※登り3時間程度の登山を伴い
ます。装備や体力に心配のある方はお問い合わせ下さい。

日
程／7月20日
（土）
開催場所／白山市白峰地内 チブリ尾根登山道
集合場所／市ノ瀬ビジターセンター
開催時間／集合 8：00、解散 16：00
参 加 費／無料（昼食や飲料は各自で用意下さい）
対
象／18歳以上（登山装備必須、お子様同伴はお問い合わせ下さい）
定
員／20名
主 催 者／NPO法人 白山の自然を考える会 【担当：北市】
TEL080-6357-7843
E-mail：nagato1931@yahoo.co.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／4月1日（月）〜7月14日（日）
申込方法／電話・e-mail

日
程／7月27日
（土）
開催場所／白山市白峰地内 南竜ヶ馬場
集合場所／市ノ瀬ビジターセンター
開催時間／集合 7：00、解散 17：00
参 加 費／無料（別当へのバス代、昼食や飲料は各自で用意下さい）
対
象／18歳以上（登山装備必須、お子様同伴はお問い合わせ下さい）
定
員／20名
主 催 者／NPO法人 白山の自然を考える会 【担当：北市】
TEL080-6357-7843
E-mail：nagato1931@yahoo.co.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／4月1日
（月）
〜7月21日
（日）
申込方法／電話・e-mail
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白山での外来植物調査、高山植物観察
8/20
（火）
別当出合→白山南竜ヶ馬場 南竜山荘泊
8/21
（水）
南竜ヶ馬場→白山室堂→別当出合

日
程／8月11日
（日・祝）
開催場所／しいのき迎賓館ガーデンルーム
集合場所／しいのき迎賓館（金沢市広坂2丁目1番1号）
開催時間／受付 13:00、開始 13:30、解散 16:00
参 加 費／無料
対
象／高校生以上
定 員／60名
主 催 者／白 山自然保護センター 協力：白山自然保護調査
研究会 【担当：平松】
〒920-2326 石川県白山市木滑ヌ4番地
TEL076-255-5321 FAX076-255-5323
E-mail：hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
HP：http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
申込方法／不要

9月

みんなで白山の植物を調べよう
白山へアマチュア環境調査団出動

白山を知ろう

日
程／8月20日
（火）〜8月21日（水） 1泊2日
開催場所／白山
集合場所／白山別当出合
開催時間／集合 20日8:00、解散予定 21日16:00
参 加 費／9,000円（山荘宿泊料1泊2日2食＋保険料＋雑費）
2日目昼食は、白山室堂で各自
対
象／大人（高校生以上、高校生の場合は引率者必要） 定 員／15名
主 催 者／白山雑草研究会 【担当：柳生】
E-mail：hakusanzassou2015@yahoo.co.jp
（柳生）
問合せ＆申込先／主催者と同じ
申込時（1）植物調査参加希望 （2）氏名（ふりがな）（3）〒住所 （4）電話、
メールアドレス （5）生年月日 （6）性別 （7）夏山登山経験の有無 を明記
募集期間／6月3日（月）〜6月30日
（日）
申込方法／e-mail

9月

手取川ダムに沈んだ集落探訪

出作りで利用された植物の観察会

夏期減水時にダムの底となった旧桑島
集落周辺を訪ねます。

出作りで利用された植物を実際に見て
植物利用の技と知恵を探ります。

日
程／9月1日
（日）
開催場所／白山市桑島
集合場所／白山ろく民俗資料館
開催時間／9:30〜12:00
参 加 費／1人300円
対
象／一般
定 員／15名
主 催 者／石川県立白山ろく民俗資料館 【担当：大宮】
〒920-2501 石川県白山市白峰リ30番地
TEL・FAX076-259-2665
E-mail：hakumin@pref.ishikawa.lg.jp
HP：http://www.pref.ishikawa.jp/hakusanminzoku/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／8月2日（金）〜8月28日（水）1ヶ月前から電話などで受付
申込方法／電話・FAX・e-mail

日
程／9月22日
（日）
開催場所／白山市白峰
集合場所／白山ろく民俗資料館
開催時間／8:30〜12:00
参 加 費／1人300円
対
象／一般
定 員／15名
主 催 者／石川県立白山ろく民俗資料館 【担当：大宮】
〒920-2501 石川県白山市白峰リ30番地
TEL・FAX076-259-2665
E-mail：hakumin@pref.ishikawa.lg.jp
HP：http://www.pref.ishikawa.jp/hakusanminzoku/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／8月23日（金）〜9月18日（水）1ヶ月前から電話などで受付
申込方法／電話・FAX・e-mail

白山の生態系保全対策の一環として、白山に侵入し
た低地性の外来植物を除去するために必要な知識を
学びます。この講座を受講された方は、ボランティ
アとして白山で外来植物を除去することができます。

日
程／7月6日
（土）
開催場所／白山市白峰地内 チブリ尾根登山道
集合場所／市ノ瀬ビジターセンター
開催時間／集合 9：00、解散 15：00（午前のみの参加も可能です）
参 加 費／無料（昼食や飲料は各自で用意下さい）
対
象／18歳以上（お子様同伴はお問い合わせ下さい）
定
員／30名
主 催 者／NPO法人 白山の自然を考える会 協力：環白山
保護利用管理協会 【担当：北市】
TEL080-6357-7843
E-mail：nagato1931@yahoo.co.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／4月1日（月）〜6月30日（日）
申込方法／電話・e-mail

8月

県民白山講座②

白山で長年調査を続けてきた専門家から、これま
での研究成果を交えた話を聞き、白山の自然や文
化についての理解を深めます。

高山植物を守ろう

白山の登山道にはボランティアで整備されている箇所が
あります。4回目は登山道に侵入した外来植物の対策を
実施します。登山道
（徒歩2〜3時間）
、登山口周辺
（徒歩
30分程度）
に分かれて作業します。参加者の体力で班分
けします。登山口の作業は、初心者やお子様大歓迎です!

7月

8月

ボートクルーズ体験

日
程／7月6日
（土）
開催場所／石川県立白山ろく少年自然の家および周辺の川
集合場所／石川県立白山ろく少年自然の家
参 加 費／1人1,500円程度
対
象／各種少年団体指導者、大学生、小・中・高校教員
定
員／20名
主 催 者／石川県立白山ろく少年自然の家
〒920-2331 石川県白山市瀬戸ワ29
TEL076-256-7114
HP：http://www.hakusan6.com/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／約1ヶ月前から受付（休館日は除く）
申込方法／電話のみ

7月

自然体験指導者養成講習
ボートクルーズ

荒天の場合は中止

9月

荒天の場合は中止

9月

白山に恩返し!白山登山道整備を学ぼう!

〜7回目〜

シルエットで描く植物画
植物の解説はなく、ボタニカルアート
とも違う視点で画面構成を学ぶ美術講
座です。

環境に配慮した登山道整備を体験しよう!

白山の登山道にはボランティアで整備されている箇所
があります。別山に続くチブリ尾根登山道で維持管理
作業を体験しましょう。7回目は環境に配慮した登山道
整備を実施します。※登り1時間程度の場所で実施しま
す。体力に心配のある方やお子様も参加可能です!

※墨を使用するので汚れてもよい服装
※HB鉛筆、消しゴム

日
程／9月28日
（土）
開催場所／白山市白峰地内 チブリ尾根登山道
集合場所／市ノ瀬ビジターセンター
開催時間／集合 9：00、解散 15：00
参 加 費／無料（昼食や飲料は各自で用意下さい）
対
象／18歳以上（登山装備必須、お子様同伴はお問い合わせ下さい）
定
員／20名
主 催 者／NPO法人 白山の自然を考える会 【担当：北市】
TEL080-6357-7843
E-mail：nagato1931@yahoo.co.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／4月1日（月）〜9月22日（日）
申込方法／電話・e-mail

日
程／9月28日
（土）
開催場所／石川県立自然史資料館館内
開催時間／受付 9:30〜、開始 10:00、解散 12:00
参 加 費／無料
対
象／高1〜大人
定
員／10名
主 催 者／石川県立自然史資料館 【担当：高内】
〒920-1147 石川県金沢市銚子町リ441番地
TEL076-229-3450
HP：http://www.n-muse-ishikawa.or.jp/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／8月31日（土）〜定員になり次第締切
申込方法／電話
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9月

9月

ごちそうキャンプ
ダッチオーブンを駆使した、おいしい野外料理を
スタッフ、参加者が協力して作り、楽しい宴の場
を設けます。朝食も余韻を楽しみつつ、のんびり
と贅沢な朝をお楽しみいただけます。

日
程／9月28日
（土）
〜9月29日
（日） 1泊2日
開催場所／石川県森林公園三国山キャンプ場（石川県河北郡津
幡町字下河合ム123） TEL076-287-1622
集合場所／石川県森林公園三国山キャンプ場
参 加 費／16歳以上10,000円、15歳以下4,000円
対
象／大人（小中学生の同伴は可）
定
員／15名（最小催行人数6名）
主 催 者／つばくろ自然研究会 【担当：内藤】
TEL090-2375-2174 E-mail：gogo-8940@asagaotv.ne.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／8月1日（木）〜9月19日（木）
申込方法／電話・e-mail
注意事項／ログハウス宿泊となりますが、寝袋などの寝具はご用意下さい。
布団をキャンプ場で借りることもできます。※別途1セット2,000円
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日
程／9月29日
（日）
開催場所／石川県立自然史資料館館内
開催時間／受付 13:00〜、開始 13:30、解散 16:30
参 加 費／無料
対
象／高1〜大人
定
員／18名
主 催 者／石川県立自然史資料館 【担当：中野】
〒920-1147 石川県金沢市銚子町リ441番地
TEL076-229-3450
HP：http://www.n-muse-ishikawa.or.jp/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／9月1日
（日）
〜定員になり次第締切
申込方法／電話

10

月 連続講座・兼六園葉っぱ図鑑

大乗文子とキノコ狩りを楽しもう

素人でもわかるように、大乗文子の指導で、キノ
コをさがし、収穫する。収穫したキノコの料理方
法を学ぶ。食べられるキノコ、毒キノコを正確に
学ぶため、写真機、メモ帳、鉛筆など記録出来る
物を必ず持参下さい。
雨天中止

加賀禅定道檜新宮探訪

〜名園と同樹種の葉を描く〜

日
程／第1回：10月13日
（日） 第2回：10月20日（日）
開催場所／石川県立自然史資料館館内
開催時間／受付 9:00〜、開始 9:30、解散 15:30
参 加 費／無料
対
象／高1〜大人
定 員／20名
主 催 者／石川県立自然史資料館 【担当：高内】
〒920-1147 石川県金沢市銚子町リ441番地
TEL076-229-3450
HP：http://www.n-muse-ishikawa.or.jp/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／9月15日
（日）
〜
申込方法／電話

※2H 〜HB鉛筆
（シャーペンでも可）
、消しゴム、練り消しゴム、昼食、飲み物
を持参して下さい

10月

加賀禅定道の白山信仰の拠点檜新宮を
訪ねます。

ボランティア養成講座

森のASOBI塾Ⅲ

野外活動リーダーのスキルアップを!

樹木公園で、ネイチャーゲームやイニシアティブ
ゲームを学び、ボランティアとしての資質の向上
を目指します。

※山歩きができる服装・昼食持参
荒天の場合は中止

日
程／10月20日
（日）
開催場所／白山市尾添
集合場所／白山市尾添 一里野温泉スキー場（駐車場）
開催時間／8:30〜16:00
参 加 費／1人300円
対
象／一般
定 員／15名
主 催 者／石川県立白山ろく民俗資料館 【担当：大宮】
〒920-2501 石川県白山市白峰リ30番地
TEL・FAX076-259-2665
E-mail：hakumin@pref.ishikawa.lg.jp
HP：http://www.pref.ishikawa.jp/hakusanminzoku/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／9月21日（土）〜10月16日（水）
申込方法／電話・FAX・e-mail

日
程／10月26日
（土）
開催場所／石川県立白山青年の家
集合場所／石川県立白山青年の家
（白山市八幡町戌142番地）
開催時間／集合 9:00、開始 9:30、解散 15:00
参 加 費／1人1,500円
対
象／高校生、一般、保育士、教員他
定
員／40名
主 催 者／石川県立白山青年の家 【担当：荒川】
〒920-2113 石川県白山市八幡町戌142番地
TEL076-272-3695 FAX076-272-3694
HP：http://www.hakusanseinen.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／4月6日
（土）
〜定員になり次第締切
申込方法／電話
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県民白山講座③

謎解き白山 〜白山の自然の不思議〜

12月

白山を知ろう

少雨決行、荒天中止

日
程／11月17日
（日）
開催場所／白山市民交流センター AV講義室
（白山市倉光2丁目1番地）
開催時間／受付 13:00、開始 13:30、解散 15:30
参 加 費／無料
対 象／高校生以上
定 員／60名
主 催 者／白 山自然保護センター、白山ユネスコエコパーク
協議会、白山手取川ジオパーク推進協議会 共催：
白山市 【担当：平松】
〒920-2326 石川県白山市木滑ヌ4番地
TEL076-255-5321 FAX076-255-5323
E-mail：hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
HP：http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
申込方法／不要

12

月

ノルディック・ウォーク体験1
専用のポールの基本的使い方を知り、
安全かつ健康的に森林公園を歩きます。

白山の様々な不思議について、その謎を解き明か
しながら分かりやすく解説します。

日
程／12月14日
（土）
開催場所／インフォメーションセンターから園内遊歩道
集合場所／インフォメーションセンター
開催時間／受付 9:30〜10:00、開始 10:00、終了 12:00
参 加 費／無料
対
象／大人
定 員／20名
主 催 者／石川県森林公園 【担当：内藤】
問合せ＆申込先／森林公園インフォメーションセンター
〒929-0323 河北郡津幡町字津幡エ14
TEL076-288-6449 FAX076-288-6479
E-mail：wakuwaku@elf.ocn.ne.jp
HP：http://www.shinrinpark-ishikawa.jp
募集期間／11月16日（土）〜11月30日
（土）
申込方法／FAX・e-mail・往復はがき

2020年

1月

ミニ門松づくり
森林公園で間引きした竹などの材料を
使い、正月の縁起物である門松をつく
り、新年を迎える準備をします。

参加者の作品での図鑑作成を想定し、
科学的な図で兼六園の樹木と同種の葉
を描きます。
2回実施

日
程／10月6日
（日）
開催場所／辰口丘陵公園
集合場所／辰口丘陵公園駐車場
参 加 費／1,500円
対
象／大人（素人歓迎）
定
員／20名
主 催 者／エコライフ白山・白山手取川自然塾 【担当：荒川】
問合せ＆申込先／西山 衛
TEL090-1639-8117
E-mail：arahiro@lilac.ocn.ne.jp
募集期間／9月1日（日）〜9月30日（月）
申込方法／電話・e-mail

10月

11月

標本等の実物資料を使って、科ごとの
特徴を観察し、形と分類の知識を学び
ます。

14:00  集合、オリエンテーション 14:30  料理づくり開始
18:00  食事、語らいタイム 23:00  就寝
7:00  起床、朝食準備 8:00  朝食 9:00  片付け
10:00  解散

月 キノコ狩りを楽しむ

大人のための植物学講座

スキー指導者養成講習会
スキー技術を習得します

スキー活動の指導法を習得します。

※作業しやすい服装でお越し下さい。

日
程／12月15日
（日）
開催場所／インフォメーションセンター学習ホール
集合場所／インフォメーションセンター
開催時間／受付 8:30〜9:00、開始 9:00、終了 12:00
参 加 費／1名700円
対
象／大人
定 員／30名
主 催 者／石川県森林公園 【担当：内藤】
問合せ＆申込先／森林公園インフォメーションセンター
〒929-0323 河北郡津幡町字津幡エ14
TEL076-288-6449 FAX076-288-6479
E-mail：wakuwaku@elf.ocn.ne.jp
HP：http://www.shinrinpark-ishikawa.jp
募集期間／11月17日（日）〜12月1日（日）
申込方法／FAX・e-mail・往復はがき

2020年

2月

日
程／2020年 1月4日
（土）〜1月5日（日） 1泊2日
開催場所／石川県立白山ろく少年自然の家および一里野温泉スキー場
集合場所／石川県立白山ろく少年自然の家
参 加 費／1人5,000円程度
対
象／各種少年団体指導者、大学生、小・中・高校教員
定
員／40名
主 催 者／石川県立白山ろく少年自然の家
〒920-2331 石川県白山市瀬戸ワ29
TEL076-256-7114 FAX076-256-7115
HP：http://www.hakusan6.com/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／約1ヶ月前から受付（休館日は除く）
申込方法／電話

2020年

3月

ノルディック・ウォーク体験2
専用のポールの基本的使い方を知り、
安全かつ健康的に森林公園を歩きます。

ノルディック・ウォーク体験3
専用のポールの基本的使い方を知り、
安全かつ健康的に森林公園を歩きます。

少雨決行、荒天中止

少雨決行、荒天中止

日
程／2020年 2月19日
（水）
開催場所／インフォメーションセンターから園内遊歩道
集合場所／インフォメーションセンター
開催時間／受付 9:30〜10:00、開始 10:00、終了 12:00
参 加 費／無料
対
象／大人
定 員／20名
主 催 者／石川県森林公園 【担当：内藤】
問合せ＆申込先／森林公園インフォメーションセンター
〒929-0323 河北郡津幡町字津幡エ14
TEL076-288-6449 FAX076-288-6479
E-mail：wakuwaku@elf.ocn.ne.jp
HP：http://www.shinrinpark-ishikawa.jp
募集期間／2020年1月22日（水）〜2月5日（水）
申込方法／FAX・e-mail・往復はがき

日
程／2020年 3月11日
（水）
開催場所／インフォメーションセンターから園内遊歩道
集合場所／インフォメーションセンター
開催時間／受付 9:30〜10:00、開始 10:00、終了 12:00
参 加 費／無料
対
象／大人
定 員／20名
主 催 者／石川県森林公園 【担当：内藤】
問合せ＆申込先／森林公園インフォメーションセンター
〒929-0323 河北郡津幡町字津幡エ14
TEL076-288-6449 FAX076-288-6479
E-mail：wakuwaku@elf.ocn.ne.jp
HP：http://www.shinrinpark-ishikawa.jp
募集期間／2020年2月12日（水）
〜2月26日
（水）
申込方法／FAX・e-mail・往復はがき
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