参加者募集

いしかわ自然学校 とは

白山のてっぺんから、森も、里山も、川も、日本海の中まで

「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。

楽しそうと思えるプログラムを見つけたら、
気軽に参加してみましょう。

2020 年 4 月 1 日～ 2021 年 3 月 31 日

大人向けプログラムカレンダー
2020
忙しい日々の合間に、ほっと一息つくひととき。

ナチュリーマーク …

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」
もっと自然の声が聴ける大人になりませんか？

通年
複数月

加賀友禅のこころにふれる旅
卯辰山の自然を楽しみ、伝統工芸を体験

金沢の伝統工芸・加賀友禅。着物に自然の息吹を封じ込
め、写実的な草花模様を中心とした繊細な意匠に多くの
人が心奪われます。この体験プログラムでは、自然案内
人と卯辰山山麓を散策し、楽しみながら木々や草花など
の自然にふれます。その後、加賀友禅作家の中西淑子さ
んのアトリエにて、加賀友禅染の技法を間近に見てふれ
て話を伺います。参加者の皆さんには、下絵、糊置き、彩
色を体験していただき、草花をモチーフにした手描き友
禅の小さな作品（タペストリー等）をお作り頂きます。 出
来上がった作品はお持ち帰りできます。
★お抹茶・菓子、ランチ付き。
★自 然散策のコースは天候により一部変更になる場合があります。雨天決行
です。

5月

春の医王山ガイドトレッキング
いいおとなたちに贈る、
ちょっとやんちゃな旅体験

山岳信仰の霊山である医王山は、変化に富む景観と多様
な植物が魅力。標高千メートルに満たない山塊ながら、
奇観・鳶岩、大平池や険しい渓谷、ブナ林などの奥深い自
然に分け入り、岩登りや秘境巡りなど、ふつうの登山では
ちょっと得られないドキドキ・ワクワク感が味わえます。
★コース：しがらくび🄿→白兀山→大平池・三蛇ヶ滝→鳶
岩→中尾新道→🄿
★雨天中止。天候等によりコースが変更になる場合があ
ります。

10

月

秋の医王山ガイドトレッキング
いいおとなたちに贈る、
ちょっとやんちゃな旅体験

山岳信仰の霊山である医王山は、標高千メートル
に満たない山塊ながら、変化に富む景観と多様な
植物が魅力。高山性の植物も見られ、薬草の宝庫
ともいわれています。また、白山と同じ泰澄大師
によって開山されたと伝えられ、随所にそれを感
じさせる事物も残ります。そんな奥深い自然に分け入り、ふつうの登山では
ちょっと得られないドキドキ・ワクワク感を味わいます。
★コース：しがらくび🄿→大平池・三色泉→豊吉川→三蛇ヶ滝→ダオ谷→夕霧
峠→奥医王山→🄿
★雨天中止。天候等によりコースが変更になる場合があります。

日

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

※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。
※新 型コロナウィルス感染拡大の状況を受け、
急遽中止または延期を決定するプログラムも
ございます。詳細は、各プログラム主催者お
よび公式サイトをご確認ください。

程／4月1日
（水）
〜2021年

3月31日
（水）
ご希望の日程で開催します。日帰り

開催場所／アトリエ淑々庵
（金沢市東山2-20-16）
ほか、卯辰山周辺
開催時間／10：00 東山河岸緑地集合 17：00 アトリエ淑々庵解散
参 加 費／15,000円
（税込）
／お一人（昼食付、体験料、材料費、保険料含む）
対
象／大人、中学生以上
定 員／6名
主 催 者／TABITAIKENネット 【担当：越石
（こしいし）
】
E-mail：tabitaiken@gmail.com
HP：http://www.tabitaiken.com
問合せ＆申込先／主催者と同じ
参加ご希望の方は、①お名前、②連絡先電話番号、③メールアドレ
ス、④ご希望日を明記し、tabitaiken@gmail.com にてお申込み
ください。折り返しお返事いたします。
募集期間／3月1日
（日）
〜
申込方法／e-mail・ウェブ
日
程／5月9日
（土）
開催場所／医王山
集合場所／医王の里
開催時間／集合 8：00 解散 15：00
（予定）
参 加 費／1人6,500円
（税・保険料込）
対
象／登山経験のある大人
（高所恐怖症の方はご遠慮ください）
定
員／6名
主 催 者／TABITAIKENネット 【担当：栂
（とが）
】
TEL090-6272-8699 E-mail：tabitaiken@gmail.com
HP：http://www.tabitaiken.com
問合せ＆申込先／主催者と同じ
①名前②年齢③連絡先電話番号を明記しtabitaiken@gmail.com
へ。折り返しそのメールアドレスに返信します。
募集期間／4月1日
（水）～定員になり次第締切
申込方法／e-mail・ウェブ
日
程／10月31日
（土）
開催場所／医王山
集合場所／医王の里
開催時間／集合 8：00 解散 15：00
（予定）
参 加 費／1人6,500円
（税・保険料込）
対
象／登山経験のある18歳以上（高所恐怖症の方はご遠慮ください）
定
員／6名
主 催 者／TABITAIKENネット 【担当：栂
（とが）
】
TEL090-6272-8699 E-mail：tabitaiken@gmail.com
HP：http://www.tabitaiken.com
問合せ＆申込先／主催者と同じ
①名前②年齢③連絡先電話番号を明記しtabitaiken@gmail.com
へ。折り返しそのメールアドレスに返信します。
募集期間／9月1日
（火）～定員になり次第締切
申込方法／e-mail・ウェブ
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通年
複数月

ノルディックウォーキングIN一里野温泉2020
大自然の中にすっぽり包まれてみませんか

①4月1日（水）ブナオ山観察舎で楽しむ謎解き体験！ ②5月1日（金）新緑のブナ林で春の始まりを楽しもう（^^♪ ③6月1日（月）胃腸
霊泉の中宮温泉で心も体もさわやかに！ ④7月1日（水）白山白川郷ホワイトロード ⑤8月3日（月）昔話が伝わる『ねっか島の森』で再
発見（^^♪ ⑥9月3日（木）蛇谷園地が、こんなに楽しくて学べるところって知ってる？？ ⑦10月3日（土）ゴンドラに乗って桧の巨木
に会いに行こう！ ⑧11月3日（火・祝）秘境！一里野温泉〜岩間温泉まで
※やむをえずコース変更 日程変更することあります。

日
程／4月1日
（水）
〜11月3日
（火・祝） 日帰り
開催場所／白山一里野高原及び周辺
集合場所／白山一里野温泉 一里野スキー場 あいあ〜る前
③は中宮温泉はやしやさん前にて集合
⑥は白山自然保護センター中宮展示館集合
開催時間／受付 9：30 開始 10：00
参 加 費／2,500円 ④は別途1,100円 ⑦は別途900円

通年
複数月

【アウトドア婚活支援】
2020

対
象／小学4年生以上
定 員／20名
主 催 者／白山一里野温泉観光協会 おかみの会 【担当：北村】
TEL076-256-7933、携帯090-2125-9321 FAX076-256-7723
E-mail：info@iwamasanso.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／3月20日
（金・祝）
〜11月1日
（日）
申込方法／電話・FAX・e-mail

白山で山飯を作ろう！

山飯づくりで仲間を作ろう！

（1）5/31（日）は、仲間づくりと登山の基本を学びます。 （2）
7/5
（日）
は、軽登山と山飯の楽しみ方を学びます。
（3）8/22（土）〜23（日）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。
なお、荒天時は内容を変更する場合があります。

日
程／
（1）
5月31日
（日）
（2）
、
7月5日
（日）
（3）
、
8月22日
（土）
〜23日
（日）1泊2日
開催場所／（1）キゴ山ふれあいの里、
（2）
市ノ瀬周辺、
（3）
白山 南竜ヶ馬場周辺
集合 8：30 開始 8：45 解散 15：30
集合場所／
（1）キゴ山ふれあいの里（金沢市小豆沢町ヲ4）
（2）市ノ瀬ビジターセンター（白山市白峰ノ35-1） 集合 7：30 開始 7：45 解散 16：30
（3）市ノ瀬ビジターセンター（白山市白峰ノ35-1） 集合 5：30 開始 5：45 解散 翌日16：30
参 加 費／（1）＋（2）コースは、10,000円、
（2）＋（3）コースは、23,000円、全3回コースは、27,000円
対
象／45歳以下の独身者で、2回以上参加でき、白山登山ができる体力のある方 なお、
（2）
欠席の場合は対象となりません。
定
員／男女各10名
主 催 者／たんぽぽHAPPYプロジェクト 【担当：中西】 E-mail：happytanpopo@gmail.com
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／4月1日（水）
〜5月10日
（日） 申込方法／e-mail
注意事項／定員になり次第締切・参加申込者には詳細をご案内します。
（1）
欠席の方には、別途登山レクチャーを行ないます。
（3）は、初心者の方でも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。

通年
複数月

通年
複数月

いろいろボディメイク×アロマケア
毎日を元気で過ごすために

白山の登山道にて自然解説します

2020年4月〜2021年3月1日まで月1回月曜日に実施
4月6日、5月11日、6月1日、7月6日、9月7日、10月5日、
11月2日、12月7日、2021年2月1日、3月1日

日

登り（土曜日 7/18 7/25 8/1 8/8 8/15）
下り（日曜日 7/19 7/26 8/2 8/9 8/16）

日

程／4月6日
（月）

〜2021年 3月1日
（月）

程／7月18日
（土）

〜8月16日
（日）

開催場所／白山登山道
（主に砂防新道）
開催時間／白山別当出合〜室堂
登り：7：00別当出合出発、下り：9：00室堂出発
白山別当出合〜南竜
登り：8：00別当出合出発、下り：9：00南竜出発
途中で参加・離脱は自由
参 加 費／無料
対 象／どなたでも
定 員／なし
主 催 者／石川県自然解説員研究会 TEL090ｰ7083-5687
HP：https://kaisetuin.jimdo.com/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
申込方法／不要

開催場所／奥卯辰山健民公園
集合場所／奥卯辰山健民公園 管理棟（金沢市若松町エ-85）
開催時間／集合 9：30 開始 10：00 解散 12：00
参 加 費／1人1,500円（オイル代、保険含む）
対
象／中学生以上（お子さんの同伴は自己責任となります） 定 員／20人程度
主 催 者／㈱岸グリーンサービス
問合せ＆申込先／奥卯辰山健民公園 TEL076-264-0395
FAX076-224-3294 E-mail：okuutatu@kishigreen.co.jp
募集期間／3月1日（日）〜2021年2月28日（日）
※ヨガマットの有無をお知らせ下さい
申込方法／電話・FAX・e-mail

通年
複数月

別当出合〜室堂 別当出合〜南竜 自然観察会

体験スノーケリング
海の生きものと友だちになろう！

透明度抜群の能登の海にウェットスーツを着て入り、様々な海の生きものを観察します。スノーケリングの基本的な技術と適切な磯生
物の観察法も解説します。

日
程／7月24日（金・祝）〜26日（日）、8月1日（土）〜2日（日）、8月8日（土）〜10日（月・祝）、8月15日（土）〜16日（日）
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／午前の部 集合 9：20 開始 9：30 解散 12：00
午後の部 集合 13：20 開始 13：30 終了 16：00
参 加 費／2,000円（高校生以上は入館料210円が別途必要） 対 象／小学校5年生以上
（水を恐れないこと） 定 員／20名
主 催 者／のと海洋ふれあいセンター 〒927-0552 鳳珠郡能登町字越坂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 一週間前までに申し込みください
申込方法／電話・FAX・e-mail

02

4月

4月

「桜と石のレガシー」散策ウォーク
と食事交流会

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止とさせていただきます

石の里と桜並木の美しい風景を味わおう。

オンソリ山のカタクリ大群落を見に行こう！

日本遺産の構成要素が数多く残る「滝ヶ原」をウォーキン
グ。桜並木の里山を散策し、教養を深めることができます。
【コース】里山自然学校こまつ滝ヶ原→八幡神社見学→
滝谷石切場見学→桜鑑賞→西山橋見学→我山橋見学→
丸竹橋見学→里山自然学校こまつ滝ヶ原

白山里からカタクリの群生地が広がるオンソリ
山入口までをのんびり散策。新緑や清流の美し
い林道、カタクリの花畑を眺め春の息吹を感じま
しょう。雨天中止

日
程／4月11日
（土）
開催場所／里山自然学校こまつ滝ヶ原
集合場所／里山自然学校こまつ滝ヶ原（小松市滝ヶ原町ウ20番地）
開催時間／受付 9：30〜 開始 10：00 昼食 12：00 解散 13：00
参 加 費／1,200円（昼食付き）
対
象／不問
定 員／40名
主 催 者／里山自然学校こまつ滝ヶ原 【担当：山下】
〒923-0335 小松市滝ヶ原町ウ20番地
TEL090-5680-1548 FAX0761-65-2436
E-mail：ma.kura0830@gmail.com
HP：http://satoyama-komatsu.com/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／4月1日（水）〜4月10日（金）
申込方法／電話・FAX・e-mail・ウェブ

4月

日
程／4月11日
（土）
開催場所／白山里〜瀬波川キャンプ場周辺
集合場所／白山里
（白山市瀬波）
開催時間／集合・受付 9：30 開始 10：00 解散 14：00
参 加 費／2,000円 ＊汁物・温泉券つき
対
象／中学生以上
定 員／20名
主 催 者／つばくろ自然研究会 【担当：内藤】
TEL090-7291-4285
E-mail：icxhkyon@gmail.com
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／2月11日
（火・祝）
〜4月9日
（木）
申込方法／電話・e-mail
注意事項／片道2.5㎞程度歩きます。コースは白山里からオンソリ山登山口から少し上がったカタクリ
のポイントまでです。林道の状況によっては迂回路（吊り橋あり）を使用する場合があります

4月

能美の里山ガイドハイク 虚空蔵山
里山の四季を体感しよう

春うらら潮騒の道を歩く自然観察会
穏やかな里海の海岸風景を楽しみなが
ら歩く

虚空蔵山（標高138m）。中世の山城跡が残る静かな里
山です。ここは数多くの植物が観察され、雑木林に囲ま
れた遊歩道は歩き易く花が咲き始める季節です。又、カ
モシカや春の女神と呼ばれているギフチョウがよく見
られることでも知られています。

潮騒の道〜内浦〜潮騒の道〜長谷部神社〜穴水
城址

日
程／4月12日
（日）
開催場所／能美市和気町 虚空蔵山
集合場所／こくぞう里山公園交流館
開催時間／受付 8：40 開始 9：00 解散 12：00頃
参 加 費／大人1,000円、高校生以下500円、幼児無料
対
象／ご興味のある方ならどなたでも
定 員／20名
主 催 者／能美の里山ファン倶楽部 【担当：大口】
〒923-1224 石川県能美市和気町い21-1
TEL・FAX0761-51-2308
E-mail：info@nominosatoyama.com
HP：http://www.nominosatoyama.com/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／約2ヶ月前から受付
申込方法／電話・FAX・e-mail・往復はがき

5月

瀬波早春の林道ウォーク

日
程／4月19日
（日）
開催場所／穴水町
集合場所／潮騒の道入り口（町役場より長谷部神社を過ぎて右
折してすぐの駐車場）
開催時間／集合 9：00 開始 9：00 解散 15：00
参 加 費／無料
対
象／小学生低学年は保護者同伴
定
員／なし
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／西井武秀
TEL090ｰ7748-6116
申込方法／不要

5月

山菜採りを楽しむ
大乗文子（山菜の達人）から学ぼう

白山に恩返し！白山登山道整備を学ぼう！
～1回目～
登山道の点検作業を体験しよう！

大乗文子の指導で山菜を探し、料理方法を学ぶ。
写真機、メモ帳、鉛筆を必ず持参のこと。弁当持
参、雨天中止

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4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／5月10日
（日）
開催場所／白山市綿が滝付近
開催時間／集合 9：00 解散 16：00
参 加 費／1,500円
対
象／大人
定
員／25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／4月1日（水）〜4月30日（木）
申込方法／電話・e-mail

日
程／5月16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
（水）
〜5月10日
（日）
申込方法／電話・e-mail

03

5月

5月

白山麓の歴史探訪

ートシさんのルーツ小原山の出作り探訪ー

箱屋谷山経由でササユリなどを楽しむ

NHKテレビ番組「ファミリーヒストリー」でタレ
ントコンビ「タカ＆トシ」のトシさんのルーツが
紹介されました。番組で取り上げられた小原山
の出作り跡地を探訪します。
雨天の場合 5月24日（日）

医王山ビジターセンター〜箱屋谷山・地蔵峠〜大
池平

日
程／5月17日
（日）
開催場所／白山市白峰小原山地内
集合場所／石川県立白山ろく民俗資料館
開催時間／集合 9：00 解散 12：30
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：本多】
〒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18日（土）〜定員になり次第締切
申込方法／電話・FAX・e-mail 1ヶ月前から電話などで受付
注意事項／山歩きができる服装

6月

日
程／5月31日
（日）
開催場所／金沢市
集合場所／金沢市奥新保 医王山ビジターセンター
開催時間／集合 9：00 開始 9：00 解散 15：00
参 加 費／無料
対
象／小学生低学年は保護者同伴
定
員／なし
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／奥名正啓
TEL090-8262-7099
申込方法／不要

6月

紺碧の舳倉島を巡る自然観察会

えごまを作って食べよう
えごまのオメガ3で健康づくりを！

舳倉島ならではの植物や海岸風景を楽
しむ

【1回目】〇えごま栽培の説明（実、油、葉の栄養と食
べ方を含む）〇畝作り、定植の作業見学〇苗の配布
【2回目】〇えごまの収穫作業の見学〇脱穀、洗い、
乾燥の工程の説明
【1回目】6月13日
（土）【2回目】10月3日
（土）

島内一周（フェリー欠航の場合、石川県健康の森
自然歩道を巡る）

日
程／6月6日
（土）
開催場所／輪島市
集合場所／輪島港「へぐら航路」待合室（8時までに集合）
開催時間／集合 8：00 開始 8：00 解散 16：30
参 加 費／無料（フェリー乗船料4,600円程度必要）
対
象／小学生低学年は保護者同伴
定
員／なし
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／高次政信
TEL090ｰ4682-8872
申込方法／不要

6月

医王山の大池平自然観察会-初夏-

日
程／6月13日
（土）
、10月3日
（土）
開催場所／辰巳農園
（上辰巳町）
開催時間／【1回目】
集合 9：00 解散 11：00
【2回目】
集合 10：00 解散 12：00
参 加 費／
【1回目】
1,000円
（保険料、苗代込み）
【2回目】
500円
（保険料込み）
対
象／高校生以上
定 員／10名
主 催 者／金沢えごまクラブ 【担当：佐野】
TEL090-1391-9630 FAX076-264-3913
E-mail：masakosano31@yahoo.co.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／1回目の募集は5月1日（金）から 2回目の募集は9月1日（火）から
両方とも定員になり次第締切
申込方法／電話・FAX・e-mail

6月

初夏を味わう「笹寿し」☆
いしかわのおもてなしを学ぶ
初夏の自然の恵みをいただきます

もっとどうぶつを好きになる！
森に生きる生き物たち
森の生きものたちの謎にせまる！？

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。

生き物たちはどのようにして森を利用している
のか移動動物園ZooTimeの動物たちとクイズを
交えながら一緒に考える

日
程／6月14日
（日）
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 9：00 開始 9：30 解散 13：00
参 加 費／1人1,500円（レクレーション保険込）
対
象／一般 こどもの同伴可。参加費については要相談
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://npo-ecolabo.jimdosite.com/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
氏名、当日の連絡先電話番号を明記してお申込みください。
募集期間／4月15日（水）〜定員になり次第締切
申込方法／電話・FAX・e-mail・ウェブ
注意事項／持ち物：エプロン、三角巾、タオル、ふきん、キッチンばさみ、筆記用具、牛乳
パックがあればそのままお持ちください。1,000ccでも500ccでも結構です。

日
程／6月21日
（日）
開催場所／竹の浦館
（加賀市大聖寺瀬越町イ19番地1）
開催時間／①午前の部 受付 10：45 開始 11：00
②午後の部 受付 12：45 開始 13：00
参 加 費／1人500円
（年中以上）
対
象／どなたでも
定 員／各回40人程度
主 催 者／かが里山里海しぜん楽校 【担当：増田】
〒922-0671 加賀市大聖寺瀬越町イ19番地1 竹の浦館内
TEL0761-73-8812 FAX0761-73-8813
E-mail：kagasssg@gmail.com
HP：https://www.facebook.com/kagasatoyamasatoumishizen/
問合せ＆申込先／主催者と同じ 当日受付も可
募集期間／4月1日
（水）
〜定員になり次第締切
申込方法／電話・FAX・e-mail・はがき
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7月

7月

自然体験指導者養成講習会「沢登り教室」
白山ろくの渓流での沢登り教室

夕日寺里山楽習塾

自然園にもうすぐ梅雨が明け真夏がやって来ま
す。園内でどんな鳥たちが真夏のシンフォニー
を奏でてくれるか楽しみです。

日
程／7月4日
（土）
開催場所／白山ろく少年自然の家および白山ろくの渓流
集合場所／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 白山市瀬戸ワ29番地
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

7月

日
程／7月11日
（土）
開催場所／夕日寺健民自然園
集合場所／夕日寺健民自然園
開催時間／開始 9：00 終了 11：00
参 加 費／無料
対
象／子ども・親子・大人
定 員／30名
主 催 者／公益社団法人 いしかわ環境パートナーシップ県民会議
HP：http://www.eco-partner.net/
問合せ＆申込先／夕日寺健民自然園
TEL・FAX076-251-7554
E-mail：furusatokan@bz04.plala.or.jp
HP：http://www.yuhidera.jp/
募集期間／5月1日
（金）
〜定員になり次第締切
申込方法／電話・FAX・e-mail
原則、開催日前日までに電話、FAX又はEmailで申込

7月

ヤドカリ学級
アカテガニウオッチング
能登の里山里海

たいけん

貝がらを調べてみよう
石川県志賀町増穂浦は日本三大小貝名所として
知られ、特に冬には貝寄せの風が吹き、多くの種
類の貝がらを見ることができます。
また、夏でもかなりの数の貝がらを見つけること
ができます。
貝がらを手に取り、いきものの不思議にふれあい
ましょう。

はっけん

森にすむアカテガニが、海べに来て子供を海に放
す様子を観察します。

日
程／7月11日
（土）
開催場所／のと海洋ふれあいセンター（鳳珠郡能登町字越坂3-47）
集合場所／のと海洋ふれあいセンター
開催時間／受付・内容説明 16：30〜
観察時間 開始 18：00 終了 19：30頃
参 加 費／無料（高校生以上は入館料210円が必要）
対
象／年齢制限なし（小学生低学年以下は保護者同伴）   定 員／20名
主 催 者／のと海洋ふれあいセンター
〒927-0552 鳳珠郡能登町字越坂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
募集期間／4月1日（水）〜定員になり次第締切
申込方法／電話・FAX・e-mail

8月

夏の里山探鳥会
〜夏鳥のシンフォニー

日
程／7月24日
（金・祝）
開催場所／石川県志賀町増穂浦海岸
集合場所／志賀町とぎ地域福祉センター
（〒925-0564 石川県羽咋郡志賀町酒見河原50番地 0767-42-2020）
参 加 費／中学生以上1,500円、小学生1,000円
付添のみの方は中学生以上600円、小学生以下300円
（参加費には、入浴料も含まれます。
）
対
象／小学生以上（小中学生は保護者同伴）
定 員／15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／6月1日（月）〜7月17日（金）   申込方法／電話・e-mail

上下雨具、長ぐつ、タオル、お弁当、バケツ、持ち帰り用箱をご用意ください。海辺は非常
に日差しが強く、暑さを感じます。白系の長袖長ズボン、日焼け止め、偏光グラス、サング
ラスをご用意ください。貝がらを持って帰る容器は複数ご用意されることをお勧めします。
参加費には、入浴料も含まれます。帰りに温泉を楽しむこともできます。

8月

第1回
「藍の生葉染め」
藍の生葉染めはタデアイの葉を用いま
す。白布（絹）にしぼりの模様を入れて、
オリジナル作品を作ります。

フォトグラム体験
公園の自然物と古くから用いられてき
た写真技術を応用し、オリジナルアー
ト作品を仕上げます。

日
程／8月2日
（日）
開催場所／白山ろく民俗資料館
集合場所／白山ろく民俗資料館
開催時間／集合 9：00 解散 12：00
参 加 費／1人350円（別途入場料が必要）
対
象／小学生以上（小学生は要保護者同伴）
定 員／15名
主 催 者／石川県立白山ろく民俗資料館 【担当：本多】
〒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／7月3日（金）〜定員になり次第締切
申込方法／電話・FAX・e-mail 1ヶ月前から電話などで受付
注意事項／軽作業に適した服装

日
程／8月2日
（日）
開催場所／森林公園インフォメーションセンター
集合場所／石川県森林公園インフォメーションセンター（河北郡津幡町字津幡エ14）
開催時間／集合 9：30 開始 10：00 解散 12：00
参 加 費／1人500円
対
象／小学生以上（小中学生は保護者同伴）
定 員／20名
主 催 者／石川県森林公園 【担当：内藤】
〒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/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／7月5日
（日）
〜7月19日
（日）
申込方法／FAX・e-mail・往復はがき
注意事項／野外に出ますので、長袖長ズボンでお越しください。また、汚れても良い服装でお越しください。
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8月

8月

みんなで白山の植物を調べよう

専門スタッフ指導の下、器具を使って
木と親しみ、自然を身近に感じます。

白山へアマチュア調査団出動

白山での外来植物調査、高山植物観察
8/18（火）別当出合→白山南竜ケ馬場  南竜山荘泊
8/19（水）南竜ケ馬場→白山室堂→別当出合

①集合
②集合
③集合
④集合

日
程／8月18日
（火）
〜8月19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 8月18日8：00、解散予定 8月19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）
1日目昼食は各自、2日目昼食は白山室堂で各自（外食）
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（環白山保護利用管理協会正会員）【担当：柳生】
問合せ＆申込先／E-mail：hakusanzassou2015@yahoo.co.jp
申し込み時 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（保険申し込みおよび登山届けの際に個人情報が必要）
募集期間／6月1日（月）〜7月20日（月）
申込方法／e-mail

9月

9:30
10:30
12:30
13:30

開始
開始
開始
開始

10:00
11:00
13:00
14:00

解散
解散
解散
解散

11:00
12:00
14:00
15:00
雨天中止

日
程／8月23日
（日）
開催場所／森林公園インフォメーションセンター
集合場所／石川県森林公園インフォメーションセンター（河北郡津幡町字津幡エ14）
参 加 費／1人1,000円
対
象／小学生以上（小中学生は保護者同伴）
定 員／40名
主 催 者／石川県森林公園 【担当：内藤】
〒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/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／7月26日
（日）
〜8月9日
（日）
申込方法／FAX・e-mail・往復はがき
注意事項／長袖、長ズボンでお越しください。半袖、ハーフパ
ンツはロープでこすれるので不可です。

9月

連続講座・兼六園葉っぱ図鑑

〜名園と同樹種の葉を描く〜
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。
9月12日（土）
（第1回） 9月26日（土）
（第2回）
10月3日（土）
（第3回） 10月10日（土）
（第4回）

ヤドカリ学級

パワー磯観察で磯の生物を探そう
能登の里山里海

たいけん

はっけん

ウエットスーツを着用し、箱めがねで水中の生き
物を観察します。

日
程／9月12日（土）、9月26日（土）、10月3日（土）、10月10日（土）
開催場所／石川県立自然史資料館館内
開催時間／受付 9：00〜 開始 9：30 解散 12：30
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 FAX076-229-3460
E-mail：info-m@n-muse-ishikawa.or.jp
HP：https://www.n-muse-ishikawa.or.jp/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／8月15日（土）〜定員になり次第締切
申込方法／電話

日
程／9月19日
（土）
開催場所／のと海洋ふれあいセンター（鳳珠郡能登町字越坂3-47）
集合場所／のと海洋ふれあいセンター
開催時間／開始 13：30 終了 15：30
参 加 費／器材料300円（高校生以上は入館料210円が別途必要）
対
象／小学生5年生以上
定 員／20名
主 催 者／のと海洋ふれあいセンター
〒927-0552 鳳珠郡能登町字越坂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
募集期間／4月1日
（水）
〜定員になり次第締切
申込方法／電話・FAX・e-mail

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

9月

ツリークライミング体験

10月

金沢城と兼六園の自然観察会

精油で作ってみよう！秋のアロマ
ハンドクリーム作り

金沢市の真ん中に残る自然

大好評のアロマハンドクリームです。リップク
リームとしても使えます。シアバターやミツロ
ウなど自然の有効成分でしっとり、なめらか、つ
るつるに。

金沢城本丸園地→丑寅櫓→辰巳櫓→三十間長屋
→二の丸広場→兼六園桂坂→眺望台→山崎山→
梅林→瓢池→夕顔亭

日
程／10月17日
（土）
開催場所／長土塀青少年交流センター
開催時間／集合 13：45 開始 14：00 解散 15：00
参 加 費／1,500円
対
象／どなたでも
定
員／10名
（10組のご家族）
主 催 者／香りのゆりかご 【担当：西田】
E-mail：k-yuri@jf7.so-net.ne.jp
問合せ＆申込先／申し込みはメールに参加者の氏名（親子で参
加の方は、お子様の年齢も）電話番号を記入
して下さい。
募集期間／9月1日
（火）
〜定員になり次第締切
申込方法／e-mail

日
程／9月27日
（日）
開催場所／金沢市
集合場所／金沢城石川門総合案内所前
開催時間／集合 9：00 開始 9：00 解散 15：00
参 加 費／無料 兼六園入園は有料（320円）ですが、石川県民
は毎週土・日曜日は入園料免除（運転免許証・保険証な
ど県民証明が必要）

対
象／小学生低学年は保護者同伴
定
員／なし
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／奥名正啓
TEL090-8262-7099
申込方法／不要
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10月

10月

ホワイトロード三方岩岳トレッキング
栂の木台から三方岩岳を歩く

みんなと一緒にはじめる幸せの森づくり

栂の木台から三方岩まで開通したルートを歩き、紅葉や山々
の遠望を楽しみます。下山後はお抹茶でいっぷくタイム。
雨天中止。往復5時間程度歩きます（片道約2km）。
※弁当、水筒、雨具、敷物をお持ちください。山歩きの出来
る服装と、多少濡れてもよい歩きやすい靴（軽登山靴など）
で。行程は天候その他で変更することがございます。

山のお手入れ・植林体験をはじめ、小さなお子様
から大人まで楽しめる木や山の遊びのワーク
ショップも開催。動きやすい服装でお越しくだ
さい。［雨天中止］

日
程／10月25日
（日）
開催場所／金沢市住吉町
集合場所／金沢市住吉会館
（駐車場/金沢市住吉町ウ10）
開催時間／山のお手入れ体験 10:00～12:00 各種ワークショップ 10:00～15:00
参 加 費／来場、山のお手入れ・植林体験は無料。他、ワーク
ショップは別途必要です
（金額は当日発表）
。
対
象／山のお手入れ体験は3才以上
定
員／山のお手入れ・植林体験…100名
主 催 者／TSUKURU運営委員会（加賀木材株式会社内）【担当：渡辺】
〒920-0211 金沢市湊2-21 TEL076-238-4131
E-mail：kagamoku@kagamoku.co.jp
HP：http://www.kagamoku.co.jp/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／9月25日
（金）
〜定員になり次第締切
申込方法／電話・ウェブ・SNS・ウッドスタイルカフェ店頭

日
程／10月20日
（火）
開催場所／栂の木台〜三方岩岳（白山市中宮 白山白川郷ホワイトロード）
集合場所／栂の木台駐車場（標高1,400mトイレあり）
開催時間／9：30集 合 9：45出 発 11：45三 方 岩 頂 上（ 標 高
1,736m）にて昼食 15：00栂の木台駐車場 解散
参 加 費／中学生以上2,000円 ＊お抹茶、保険代込み
＊別途ホワイトロード通行料は各自負担となります。
対
象／大人
定 員／20名
主 催 者／NPO法人ネイチャープロジェクト白山 【担当：内藤】
TEL090-7291-4285 E-mail：icxhkyon@gmail.com
HP：http://projecthakusan.blog113.fc2.com/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
電話でのお申し込み、お問い合わせは9時から17時まで
募集期間／8月20日（木）〜10月18日（日）
申込方法／電話・e-mail

11月

山のお手入れ・植林体験は事前参加申込が必要です。
中止や延期など詳細情報は下記サイトにてお伝えします。
http://www.kagamoku.co.jp/blog/category/topics/ongaeshi/

11月

紅（黄）葉の大嵐山とブナ林散策
大嵐山は秋もまたよし！

能美の里山ガイドハイク 鍋谷・蟹淵
里山の四季を体感しよう

里山のミズナラ・コナラ・ハウチワカエデ等の彩
りを感じながら高野山（標高373m）から揚原山
（標高487m）へと連なるパノラマコースを散策
します。また、伝説の池「蟹淵」に立ち寄る魅力的
なコースです。
お弁当持参

百合谷から大嵐山頂上、展望コースを一周します。周辺
のブナ林は黄金色に輝き、山頂からは冠雪した白山が展
望できます。
雨天中止。約3時間程度歩きます。
水筒、雨具、敷物、マイカップをお持ちください。山歩きの
出来る服装と、多少濡れてもよい歩きやすい靴（長靴や軽登
山靴）で。行程は天候その他で変更することがございます。

日
程／11月7日
（土）
開催場所／大嵐山（白山市桑島）
集合場所／ホテル八鵬隣のバス停
開催時間／集合・受付 8：50 登山口へ移動 9：00
開始 9：30 解散 13：30
参 加 費／中学生以上2,000円、小学生500円 ＊汁物、保険代込み
対
象／小学生以上
定 員／30名
主 催 者／NPO法人ネイチャープロジェクト白山 【担当：内藤】
TEL090-7291-4285 E-mail：icxhkyon@gmail.com
HP：http://projecthakusan.blog113.fc2.com/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
電話でのお申し込み、お問い合わせは9時から17時まで
募集期間／9月7日（月）〜11月5日（木）
申込方法／電話・e-mail

11月

TSUKURU

日
程／11月15日
（日）
開催場所／能美市鍋谷町 高野山、揚原山、蟹淵
集合場所／こくぞう里山公園交流館
開催時間／受付 8：40 開始 9：00 解散 15：00頃
参 加 費／大人1,000円 高校生以下500円
対
象／ご興味のある方ならどなたでも
定 員／20名
主 催 者／能美の里山ファン倶楽部 【担当：大口】
〒923-1224 石川県能美市和気町い21-1
TEL・FAX0761-51-2308
E-mail：info@nominosatoyama.com
HP：http://www.nominosatoyama.com/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／約2ヶ月前から受付
申込方法／電話・FAX・e-mail・往復はがき

12月

鎮守の森きのこ観察会と食事交流会
鎮守の森の石文化ときのこを満喫しま
しょう

シイタケ菌入れ体験と食事交流会
原木椎茸について理解を深めよう

里山の雑木資源を活用して椎茸の菌入れ体験と
食事交流会を実施します。きのこについてのお
話を聞いた後、菌入れ体験を行います。体験後に
は、ホダギを持ち帰ることができます。

君もキノコ博士になろう！
環境整備した滝ヶ原の八幡神社境内の観察会で
す。石文化を学び、樹木、椎茸、ナメコなどを観
察します。観察後はきのこを採取します。

日
程／11月21日
（土）
開催場所／里山自然学校こまつ滝ヶ原
集合場所／鞍掛山第一駐車場（小松市滝ヶ原町）
開催時間／集合 9：30 開始 10：00 昼食 12：00 解散 13：00
参 加 費／1,200円（昼食付き）
対
象／不問
定 員／40名
主 催 者／里山自然学校こまつ滝ヶ原 【担当：山下】
〒923-0335 小松市滝ヶ原町ウ20番地
TEL090-5680-1548 FAX0761-65-2436
E-mail：ma.kura0830@gmail.com
HP：http://satoyama-komatsu.com/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／4月1日（水）〜11月20日（金）
申込方法／電話・FAX・e-mail・ウェブ

日
程／12月5日
（土）
開催場所／里山自然学校こまつ滝ヶ原
集合場所／里山自然学校こまつ滝ヶ原（小松市滝ヶ原町ウ20番地）
開催時間／受付9：00 開始9：30 昼食12：00 解散13：00
参 加 費／3,000円
（原木数本と昼食付き）
対
象／不問
定 員／40名
主 催 者／里山自然学校こまつ滝ヶ原 【担当：山下】
〒923-0335 小松市滝ヶ原町ウ20番地
TEL090-5680-1548 FAX0761-65-2436
E-mail：ma.kura0830@gmail.com
HP：http://satoyama-komatsu.com/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／4月1日
（水）
〜12月4日
（金）
申込方法／電話・FAX・e-mail・ウェブ
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12月

ヤドカリ学級 スノードームをつくろう！
能登の里山里海

たいけん

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。

はっけん

透明な容器内に雪が降るように見えるスノー
ドーム。磯で集めた材料も使って作ります。

アップダウンのあるコースをたっぷり歩きます
ので、トレッキングシューズなどしっかりとした
装備をご準備ください。貸し出し用ポールあり
ます。（数に限りあり）

日
程／12月6日
（日）
開催場所／のと海洋ふれあいセンター（鳳珠郡能登町字越坂3-47）
集合場所／のと海洋ふれあいセンター
開催時間／開始10：00 終了12：00
参 加 費／材料1個当たり300円（高校生以上は入館料210円が別途必要）
対
象／年齢制限なし（小学生低学年は保護者同伴）
定 員／20名
主 催 者／のと海洋ふれあいセンター
〒927-0552 鳳珠郡能登町字越坂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
募集期間／4月1日（水）〜定員になり次第締切
申込方法／電話・FAX・e-mail

2021年

1月

初冬のノルディック・ウォーク体験

日
程／12月9日
（水）
開催場所／森林公園インフォメーションセンター
集合場所／石川県森林公園インフォメーションセンター（河北郡津幡町字津幡エ14）
開催時間／集合9：30 開始10：00 解散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】
〒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/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／11月11日
（水）
〜11月25日
（水）
申込方法／FAX・e-mail・往復はがき

2021年

2月

スキー指導者養成講習会
スキー技術とスキー活動指導法の習得

白山まるごと体験教室
白山ろくけものセミナー
心と体で体験しよう

冬の動物を観察し、野外で動物の痕跡を探しま
す。猟師さんの話も聞きます。
吉野谷セミナーハウス泊

日
程／2021年 1月16日
（土）〜1月17日（日） 1泊2日
開催場所／白山ろく少年自然の家および周辺のスキー場
集合場所／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 白山市瀬戸ワ29番地
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

2021年

3月

日
程／2021年 2月13日
（土）〜2月14日（日）1泊2日
開催場所／ブナオ山観察舎とその周辺、白山ふもと会
集合場所／ブナオ山観察舎集合
（白山市尾添ソ72-5）
開催時間／受付 2/13 9：30 開始 10：00 終了 2/14 13：00
参 加 費／小・中学生4,000円、大人5,000円
（宿泊費、1日目夕食、2日目朝食、昼食費込）
対
象／小学生以上（小学生は保護者同伴）
定 員／20名
主 催 者／白 山自然保護センター、白山ふもと会 協力：白山
自然ガイドボランティア友の会 【担当：平松】
〒920-2326 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 約1ヶ月前から電話で受付
募集期間／2021年1月13日（水）〜定員になり次第締切   申込方法／電話

2021年

3月

貝がらを調べてみよう
石川県志賀町増穂浦は日本三大小貝名所として
知られ、特に冬には貝寄せの風が吹き、多くの種
類の貝がらを見ることができます。
貝がらを手に取り、いきものの不思議にふれあい
ましょう。

能美の里山ガイドハイク
七ツ滝と瀧浪
里山の四季を体感しよう

里山の絶景「七ツ滝」を見ながら、希少な植物カタ
クリ・ツクバネガシ・サカキ等を観察してみませ
んか。又、春の女神としてたとえられる
「ギフチョ
ウ」に遇えるかも。

日
程／2021年 3月28日
（日）
開催場所／能美市長滝町 七ツ滝とその周辺緑地
集合場所／七ツ滝駐車場
開催時間／受付 8：40 開始 9：00 解散 12：00
参 加 費／大人1,000円、高校生以下500円、幼児無料
対
象／ご興味のある方ならどなたでも
定 員／20名
主 催 者／能美の里山ファン倶楽部 【担当：大口】
〒923-1224 石川県能美市和気町い21-1
TEL・FAX0761-51-2308
E-mail：info@nominosatoyama.com
HP：http://www.nominosatoyama.com/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集期間／約2ヶ月前から受付
申込方法／電話・FAX・e-mail・往復はがき

日
程／2021年 3月20日
（土・祝）
開催場所／石川県志賀町増穂浦海岸
集合場所／志賀町とぎ地域福祉センター 〒925-0564 石川県
羽咋郡志賀町酒見河原50番地 TEL0767-42-2020
参 加 費／中学生以上1,500円、小学生1,000円
付添のみの方は中学生以上600円、小学生以下300円
（参加費には、入浴料も含まれます。
）
対
象／小学生以上（小中学生は保護者同伴）
定 員／15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／2021年2月1日
（月）
〜3月13日
（土）
申込方法／電話・e-mail

上下スキーウエア
（雨具）
、ダウン、ネックウォーマー、長ぐつ、タオル、お弁当、バケツ、持ち帰り
用箱をご用意ください。3月とはいえ、海辺ですので、想像以上に寒さを感じるものです。暖かい
飲み物、日焼け止め、サングラスがあると安心です。貝がらを持って帰る容器は複数ご用意され
ることをお勧めします。参加費には、入浴料も含まれます。帰りに温泉を楽しむこともできます。
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開講予定！

自然の神秘さや不思議さを感じる心を育み輝かせる
自然体験活動。あなたも、みずからが感じた体験を
人に伝え、いしかわの自然ファンの和を広げる活動
に参加してみませんか？
※受講生募集に関してのお問い合わせは、事務局まで。

学校・子ども園・町内会・公民館・企業・グループなどの行事で自然体験を取
り入れたい、とお考えなら「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
に出前できます。
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。ご希望に応じた多種多様なプログラムを提案させていただきますの
で、ぜひ、ご相談ください。
プログラム例

〇野外料理〇クラフト〇森のようちえん〇ネイチャーゲームなど

お問い合わせ、ご相談は事務局までお気軽に。
★「TABITAIKEN ネット」でもプログラムを提供しています。
ＨＰをご覧ください。 https://www.tabitaiken.com/odekake/

いしかわ自然学校公式ＨＰ

事務局

https://ishikawashizen.jp/

〒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
□休館日

午前 9 時～午後 7 時（ただし、日曜日は午後 5 時まで）
毎週月曜日、祝日、年末年始

shizen@eco-partner.net

Facebook ページ

https://www.facebook.com/
ishikawashizengakkou

