
2021年4月1日～2022年3月31日

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。

参加者募集

いしかわ自然学校とは
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石川県の豊かな自然をフィールドに、子どもから、親子、
大人まで、幅広い年齢層を対象にした、多彩な自然体験プ
ログラムを揃えております。毎年、400 以上のプログラム
に、子どもから大人まで、年間約 4 万人の方々が楽しく参
加されている「いしかわ自然学校の自然体験プログラム」。
あなたも、自然を愛する仲間とともに、豊かな自然の中で、
わくわくする時間を過ごしてみませんか？

★掲載されている自然体験プログラムに参加したい場合は、記載されている各主催団体の申込先
まで、直接お申し込みください。
★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。
★プログラムの最新・追加情報などは、いしかわ自然学校公式ＨＰでも随時お知らせしています。

「白山のてっぺんから、
　　　森も、里山も、川も、日本海の中まで」



※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。
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�������年間プログラムカレンダー �������

通年・複数月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地

集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

自然解説員新規養成講座
4月11日（日）～12月4日（土）
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

石川の自然を案内してみませんか

（１）開講・救急法講習 ４月１１日
（２）観察会参加 能登・金沢・加賀各地

区１回
（３）白山研修 ７月１０日～１１日
（４）座学 白山登山と高山植物の集い

６月６日
（５）座学 石川の自然
（６）面談 １２月４日

石川県内

初回：４月１１日
午前９時３０分
～午後４時

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）
TEL：０８０‐８２６６‐３３７６
E-mail：kitagatakeiko@gmail.com
募集／２月４日（木）～４月１０日（土）
申込／電話・E-mail

別当出合～室堂
別当出合～南竜 自然観察会

7月17日（土）～8月15日（日）
参加費 なし
対 象 制限なし
定 員 なし

白山の登山道にて自然解説します

登り（土曜日 ７／１７ ７／２４ ７／３１
８／７ ８／１４）
下り（日曜日 ７／１８ ７／２５ ８／１
８／８ ８／１５）

新型コロナ感染防止のためマスク着用を
お願いします。

白山登山道（主に砂防新
道）

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

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／主催者と同じ
申込／不要

白山室堂・南竜自然観察会

7月17日（土）～8月16日（月）
参加費 なし
対 象 制限なし
定 員 なし

白山の高山植物と山岳風景を楽しむ

期間毎日
室堂：お池巡り、室堂平観察会（１５時、
１６時の２回）
南竜：早朝観察会、南竜周辺観察会（１５
時、１６時の２回）、スライド上映

新型コロナ感染防止のためマスク着用を
お願いします。

白山 室堂および南竜周
辺

各々放送にて集合場所と
時間を案内
室堂：お池めぐりは日の
出後山頂付近 観察会は
室堂
南竜：いずれも南竜セン
トラルロッジ

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／主催者と同じ
申込／不要

ゆめたね★キッズレンジャー

5月8日（土）～2022年3月12日（土）
参加費 ２７，０００円
対 象 小学生
定 員 １５名

いろいろな自然体験をとおして、子ども
たちが自分の好きなことを見つける活動
です。自然の中で命のつながり、思いや
りの心、楽しいことや発見する喜びを体
験できる活動年９回、基本第２土曜実施

夕日寺健民自然園

集合 ９：５０
開始 １０：００
解散 １５：００

主催者／夕日寺自然体験実行委員会（ゆめのたね）
担当：森川

E-mail：info@yhdr.jp
HP：https : //www.yhdr.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
申込／E-mail・ウェブ

おさんぽくらぶ♪2021

5月19日（水）～11月7日（日）
参加費 ２１，０００円全７回（親子１組（大人

１名幼児１名）、お昼ごはん、傷
害保険料含む）

対 象 ２歳（開始月に）以上のお子さ
んと、お母さんなどの保護者

定 員 １０組程度

親子の里山・自然あそび！教室

風も土もおひさまも虫も、みんなともだ
ち！身体を動かしてはらぺこに。おいし
く食べる！習慣つけよう。
１０：００ あいさつとうた♪体操 自然あ

そび、森のおさんぽなど
１１：３０ おひるごはん、絵本の読み聞か

せ、おわりのあいさつ
１３：００ 解散
※活動の様子は夕日寺自然体験実行委員
会サイトをご覧ください。
https : //www.yhdr.jp/
日程５月～１１月まで月１回水曜 全７回
①５／１９②６／１６③７／１４④８／１８⑤９／１５
⑥１０／１３⑦１１／１７ ※すべて水曜日

夕日寺健民自然園

受付 ９：３０
開始 １０：００
解散 １３：００

主催者／夕日寺自然体験実行委員会（ゆめのたね）
担当：越石（こしいし）

E-mail：info@yhdr.jp
HP：https : //www.yhdr.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／３月１日（月）～定員になり次第締切
申込／E-mail・ウェブ

森の子育てサロン～今年はドンドン～

4月25日（日）～2022年3月13日（日）
各回選んでお申し込みいただけます
参加費 １回の参加費 大人１人１，５００円 ２歳以上１人１，０００円（２

人目から５００円）＋プログラムにより材料費５００円程度
キャンセル料 実施日の１週間前を過ぎてキャンセル
された場合、１家族につき４２０円分の切手の郵送をお願
いしています

対 象 ２～５歳児とその親（兄弟姉妹の参加可）※イクメンの
み２～５歳児とその父親

定 員 各回親子１５組程度

森で子育てしませんか

♡４／２５（日）・４／２９（木・祝）
～春にドンドン～新芽をつんでおやつをつくろう
♡５／９（日）・５／２２（土）
～はっぱドンドン～はっぱを集めてお茶を作ろう
♡６／６（日）・６／１３（日）
～ザリガニドンドン～ザリガニ釣りに挑戦しよう
♡７／１８（日）・７／２２（木・祝）
～作ってドンドン～竹を切って水鉄砲をつくろう
♡９／２３（木・祝）・９／２６（日）
～たき火でドンドン～たき火でご飯を炊こう
♡１０／１０（日）・１０／２３（土）
～どんぐりドンドン～どんぐりなど木の実であそ
ぼう
♡１１／３（水・祝）・１１／７（日）
～おち葉でドンドン～おち葉を集めてやきいも
を焼こう
♡１１／２１（日）
～イクメンドンドン～おとうさんと自然で遊ぼう
♡２０２２年１／１６（日）・１／２３（日）
～雪にドンドン～雪あそびや動物の足あとを探
そう
♡３／６（日）・３／１３（日）
～芽ばえにドンドン～早春の森で春さがそう

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
集合 ９：５０
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／とりのなくぞう企画 担当：木谷
９２０‐０９２５ 石川県金沢市天神町２丁目１１‐１８
TEL０７６‐２６３‐５２５５ FAX０７６‐２６３‐５２８３
E-mail：nakuzou@gmail.com
HP : https : //nakuzou.wixsite.com/nakuzou

問合せ＆申込先／主催者と同じ
４／１０までにお申込みいただいた方で、各回定員
を超えた場合、キャンセル待ちの調整をさせて
いただいています
申込まれた方には、詳細を郵送します
LINE@でも申し込み受け付けています
https : //lin.ee/otfw64z

LINEのQRコード

募集／３月１日（月）～２０２２年３月３日（木）
申込／FAX・E-mail・LINE@

通

年

複
数
月ナチュリーマーク……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
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プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地
集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

ノルディックウォーキング白山一里野温
泉

4月6日（火）～11月2日（火）
参加費 ２，５００円
対 象 小学４年生以上
定 員 ２０人

大自然の中にすっぽり包まれてみませんか？？

ノルデイックウォーキングを楽しみなが
ら自然に親しみ、健康づくりも楽しむ。
地域の歴史や昔話にもふれあう。
①４月６日 ツキノワグマを発見できるか
も！・ブナオ山観察舎へ出かけよう
②５月６日 カタクリの群生と山野草たち・
中宮展示館散策と中宮温泉
③６月６日 若葉に包まれてみよう・ブナ
林 大林遊歩道でワクワク
④７月２日 何故か落ち着く場所・中宮集
落散策
⑤８月２日 伝説が伝わる・ねっか島の森
を歩こう
⑥９月２日 鳩が癒された温泉・中宮温泉
の源泉をたずねる
⑦１０月２日 秘境の道・白山白川郷ホワ
イトロードへ出かけよう
⑧１１月２日 ずっと絶景！・一里野温泉
～岩間温泉めぐり

やむをえずコース変更、日程変更する場
合がございます。

白山一里野温泉周辺

①③⑤⑧
白山一里野温泉スキー場
“あいあ～る”前集合
②中宮展示館前集合
④旧中宮温泉スキー場駐
車場集合
⑥中宮温泉「はやしや」さ
ん前集合
⑦中宮レストハウス駐車
場集合

集合 １０：００
（受付 ９：３０～）

主催者／白山一里野温泉観光協会 おかみの会
９２０‐２３３３ 石川県白山市尾添チ８１‐３

問合せ＆申込先／北村祐子（白山一里野温泉観光
協会 おかみの会）
TEL０７６‐２５６‐７９３３ 携帯０９０‐２１２５‐９３２１
E-mail：info@iwamasanso.jp
募集／３月２０日（土・祝）～１１月２日（火）
申込／電話・FAX・E-mail

青空自主保育おひさまぼっこ

4月1日（木）～2022年3月31日（木）
参加費 ひと家族 年会費２，５００円＋保

険代＋手数料
対 象 ０歳から大人まで
定 員 ２０組

子どもを真ん中に 自然と 人と 繋がろう

９時半（七つ滝は１０時）～ご挨拶・おさんぽ
スタート
１１時半頃～お腹の空いた子から昼食
１２時頃～ひとあそび
１３時頃～ちいさなおはなし・あんころもち
でおしまい
まだまだ遊びたい人はそのあとも遊んで
いることが多いです。

その日の都合、体調、機嫌、お昼寝時間などに合わ
せて、途中参加途中離脱ももちろん大丈夫です。

能美市 七つ滝、和田山、
国造、他近郊の海や公園
など
金沢市 夕日寺など

現地

主催者／青空自主保育おひさまぼっこ 担当：橋場
TEL０９０‐７０８２‐１７２８
E-mail：ohisamabokko@gmail.com
HP：https : //ohisamabokko.wixsite.com/-site

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／４月１日（木）～２０２２年３月３１日（木）
申込／電話・E-mail・ウェブ

いろいろボディメイク×アロマケア
4月5日（月）～2022年3月7日（月）
参加費 一人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

自己の責任となります）
定 員 ２０名程度

毎日を元気で過ごすために

２０２１年４月～２０２２年３月７日まで月１回月曜
日に実施４月５日、５月１０日、６月７日、７月
５日、９月６日、１０月４日、１１月８日、１２月６
日、２月７日、３月７日

奥卯辰山健民公園

奥卯辰山健民公園 管理棟
（金沢市若松町エ‐８５）
集合 ９：３０
開始 １０：００
解散 １２：００

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
募集／３月１日（月）～２０２２年２月２８日（月）
申込／電話・FAX・E-mail

ノルディック・ポールウォーキング体
験教室in大乗寺丘陵公園

4月18日（日）～11月21日（日）
参加費 大人５００円／小学生以下２００円

（※保険、用具、資料代含む）
対 象 園児～大人

（但し園児～小学生低学年は保護者同伴）
定 員 ２０名（※定員未満の時は当日受付可）

自然の中で「歩いて健康、歩いて発見！」

４月～１１月（原則：毎月第３日曜日）午前中
・４月１８日・５月１６日・６月２０日・７月１８日・８月
１５日・９月１９日・１０月１７日・１１月２１日
※小雨決行、荒天中止

準備：歩きやすい服装、靴、帽子、雨具、
タオル、マスク、飲み物（水・お茶）など

金沢市大乗寺丘陵公園及
び周辺（大乗寺、野田山
墓地など）

大乗寺丘陵公園見晴らし
ハウス（金沢市長坂・山
科町）
受付 ９：３０～
開始 １０：００
解散 １１：３０

主催者／健康いしかわNSC（TEAMはくさん２１
グループ） 担当：金丸
９２０‐２１６５ 石川県白山市富光寺町１６番地
（合同事務所内）
TEL０９０‐３９２４‐７１６５ FAX０７６‐２７３‐３９２６
E-mail：k-kazu１６@nifty.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
初心者の個別指導希望の方は申込時に連絡下さい
募集／３月１日（月）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

金沢・森林浴ファンクラブ：春コース

4月13日（火）～6月29日（火）毎週火曜
参加費 １，５００円／１人（税・保険料込）
対 象 自然の中を歩くことで体力をつけたい方
定 員 ８名程度

～もっと自然を身近に！歩いて健康づくり～

金沢卯辰山の森で、森林浴と散策を楽しみ
ながら、健康づくりをめざす自然体験プロ
グラムです。
金沢の街なかにほど近い卯辰山で、歩い
て、自然と人にふれてリフレッシュ！歩いた
後は、浅ノ川をながめリラックスの時間も。
心と身体を整える習慣を自然の中で作り
ましょう。
１０：３５卯辰山望湖台（公衆トイレ前付近）集
合・オリエンテーション⇒みはらし台⇒卯辰
山日暮ケ丘⇒野草園⇒浅野川河岸緑地１２：
００ごろ ※歩くコースは約１～１.５㎞。他に
も、いくつかのコースを予定しています。
集合場所へは、金沢駅から北陸鉄道バス９０
系統「卯辰山千寿閣行き（天神橋経由）」に
て、卯辰山望湖台下車。集合時間少し前に
到着する便あり。

雨天決行。ただし、天候等によりコース
内容が変更になる場合があります。

卯辰山

集合 １０：３５
卯辰山望湖台集合

解散 １２：００
浅野川河岸緑地周
辺で解散予定

※詳細は別途案内

主催者／TABITAIKENネット 共催 夕日寺自然
体験実行委員会 担当：越石（こしいし）
TEL０９０‐１６３７‐２８２６
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へお申し込みください。
折り返し、受付確認メールを返信します。
募集／３月１日（月）～定員になり次第締切
申込／E-mail・ウェブ

金沢・森林浴ファンクラブ：秋コース

9月7日（火）～11月30日（火）毎週火曜
参加費 １，５００円／１人（税・保険料込）
対 象 自然の中を歩くことで体力をつけたい方
定 員 ８名程度

～もっと自然を身近に！歩いて健康づくり～

金沢卯辰山の森で、森林浴と散策を楽しみ
ながら、健康づくりをめざす自然体験プロ
グラムです。
金沢の街なかにほど近い卯辰山で、歩い
て、自然と人にふれてリフレッシュ！歩いた
後は、浅ノ川をながめリラックスの時間も。
心と身体を整える習慣を自然の中で作り
ましょう。
１０：３５卯辰山望湖台（公衆トイレ前付近）集
合・オリエンテーション⇒みはらし台⇒卯辰
山日暮ケ丘⇒野草園⇒浅野川河岸緑地１２：
００ごろ ※歩くコースは約１～１.５㎞。いく
つかのコースを想定しています。
集合場所へは、金沢駅から北陸鉄道バス９０
系統「卯辰山千寿閣行き（天神橋経由）」に
て、卯辰山望湖台下車。集合時間少し前に
到着する便あり。

雨天決行。ただし、天候等によりコース
内容が変更になる場合があります。

卯辰山

集合 １０：３５
卯辰山望湖台集合

解散 １２：００
浅野川河岸緑地周
辺で解散予定

※詳細は別途案内

主催者／TABITAIKENネット 共催 夕日寺自然
体験実行委員会 担当：越石（こしいし）
TEL０９０‐１６３７‐２８２６
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へお申し込みくださ
い。折り返し、受付確認メールを返信します。
募集／３月１日（月）～定員になり次第締切
申込／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。
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プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地
集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

楽しもう！白山麓days Spring event
中宮展示館 早春days

4月29日（木・祝）～5月5日（水・祝）
参加費 無料
対 象 どなたでも
定 員 なし

白山麓を楽しもう・申込不要

期間中の毎日、早春の蛇谷自然観察路を
ガイドし、一面に咲くカタクリやニリン
ソウなどの春植物を観察します。

中宮展示館

中宮展示館
（白山市中宮オ９）
ガイドウォーク
１０：００～１２：００、１３：００
～１５：００の随時

主催者／白山自然保護センター
協力：中宮温泉旅館協同組合、白山自然
ガイドボランティア友の会
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／不要

中宮ガイドウォーク

4月29日（木・祝）～11月7日（日）
原則として土・日・祝日のみの実施
参加費 無料
対 象 どなたでも（小学生以下は保護

者同伴）
定 員 １回につき１０人まで（１０名以上

の団体は事前に申し込んでくだ
さい）

遊び心で歩こう

中宮展示館裏にある蛇谷自然観察路を、
白山自然ガイドボランティアや職員の案
内で散策します。春の新緑、夏の昆虫、
秋の紅葉など、季節を通して白山麓の豊
かな自然を満喫できます。

中宮展示館

中宮展示館
（白山市中宮オ９）
１０：００～１２：００、１３：００
～１５：００の間の１～２時間

主催者／白山自然保護センター
協力：白山自然ガイドボランティア友の会
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／不要

市ノ瀬ビジターセンターガイドウォーク

5月1日（土）～11月3日（水・祝）
原則として土・日・祝日のみの実施
参加費 無料
対 象 どなたでも（小学生以下は保護

者同伴）
定 員 １回につき１０人まで（１０名以上

の団体は事前に申し込んでくだ
さい）

遊び心で歩こう

市ノ瀬ビジターセンター周辺にある自然
観察路を、白山自然ガイドボランティア
や職員の案内で散策します。白山麓の豊
かな自然の中で、心も体もリフレッシュ
できますよ。

市ノ瀬ビジターセンター

市ノ瀬ビジターセンター
（白山市白峰ノ‐３５‐１）
１０：００～１２：００、１３：００
～１５：００の間の１～２時間

主催者／白山自然保護センター
協力：白山自然ガイドボランティア友の会
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／不要

楽しもう！白山麓days Summer event
中宮展示館 夏休みdays

7月17日（土）～7月25日（日）
参加費 無料
対 象 どなたでも
定 員 なし

白山麓を楽しもう・申込不要

期間中の毎日、中宮展示館周辺をガイド
し、蛇谷や蛇谷自然観察路で見られる動
植物を観察します。館内では中宮周辺の
生き物の展示も行っています。

中宮展示館

中宮展示館
（白山市中宮オ９）
ガイドウォーク
１０：００～１２：００、１３：００
～１５：００の随時

主催者／白山自然保護センター
協力：中宮温泉旅館協同組合、白山自然
ガイドボランティア友の会
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／不要

楽しもう！白山麓days Autumn event
中宮展示館 紅葉days

10月9日（土）～10月17日（日）
参加費 無料
対 象 どなたでも
定 員 なし

白山麓を楽しもう・申込不要

期間中の毎日、中宮展示館周辺をガイド
し、蛇谷自然観察路やその周辺で見られ
る紅葉を満喫します。館内では木の実や
木の枝を使ったクラフトも楽しめます。

中宮展示館

中宮展示館
（白山市中宮オ９）
ガイドウォーク
１０：００～１２：００、１３：００
～１５：００の随時

主催者／白山自然保護センター
協力：中宮温泉旅館協同組合、白山自然
ガイドボランティア友の会
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／不要

ブナオ山観察舎かんじきハイク
12月4日（土）～2022年4月30日（土）
原則として土・日・祝日、積雪時のみ
の実施
参加費 無料
対 象 どなたでも（小学生以下は保護

者同伴）
定 員 １回につき１０人まで（１０名以上

の団体は事前に申し込んでくだ
さい）

遊び心で歩こう

ブナオ山観察舎周辺の雪の森の中を、か
んじきを使って散策します。今まで経験
したことのない雪の中の散策は、きっと
忘れられない思い出になるでしょう。

ブナオ山観察舎

ブナオ山観察舎
（白山市尾添ソ７２‐５）
１０：００～１２：００、１３：００
～１５：００の間の１～２時間

主催者／白山自然保護センター
協力：白山自然ガイドボランティア友の会
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／不要

楽しもう！白山麓days Winter event
ブナオ山観察舎 雪遊びdays

2022年1月4日（火）～1月10日（月・祝）
参加費 無料
対 象 どなたでも
定 員 なし

白山麓を楽しもう・申込不要

一面の銀世界の中、かんじきをはいて雪
の森に出かけたり、雪の滑り台を体験で
きたりします。館内では木の実や木の枝
を使ったクラフトもできます。

ブナオ山観察舎

ブナオ山観察舎
（白山市尾添ソ７２‐５）
かんじきハイク
１０：００～１２：００、１３：００
～１５：００の随時

主催者／白山自然保護センター
協力：白山自然ガイドボランティア友の会
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／不要

ノルディック・ウォーク体験

①4/14、②5/12、③6/9、④7/14、
⑤8/11、⑥9/8、⑦10/13、
⑧11/10、⑨12/8、⑩2022/1/12、
⑪2/9、⑫3/9
参加費 １名５００円
対 象 大人
定 員 ２０名

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。

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。
ポールのレンタルあります（数に限りあ
り）。少雨決行、荒天中止。

園内遊歩道

旧森林公園事務所（河北
郡津幡町鳥越ハ２‐２）
集合 ９：３０～１０：００
開始 １０：００
解散 １２：００
※１月、２月については、集
合解散場所をインフォ
メーションセンターと
します。

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／４月１日（木）～２０２２年３月２日（水）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

通

年

複
数
月
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プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地
集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

森林セラピープラス ノルディック・
ウォーク体験

5月13日（木）、7月8日（木）、9月9日
（木）、11月11日（木）
参加費 ２，０００円
対 象 １５歳以上
定 員 １０名

五感を通して森林の癒し効果を実感しま
す。受付、ガイダンス、健康チェック、
リラックスタイム、ノルディック・
ウォーク体験（森林散歩）、健康チェッ
ク、終了

アップダウンのあるコースを歩きます。
妊婦の方、既往歴のある方はかかりつけ
医にご相談ください。

森林公園インフォメー
ションセンターから園内
遊歩道

インフォメーションセンター
（河北郡津幡町字津幡エ１４）
集合 ９：００～９：３０
開始 ９：３０
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／４月１日（木）～定員になり次第締切
申込／FAX・E-mail

森林セラピープラス ヨガ体験

5月20日（木）、6月17日（木）、7月
15日（木）、9月16日（木）、10月21
日（木）、11月18日（木）
参加費 ２，０００円
対 象 １５歳以上
定 員 １０名

五感を通して森林の癒し効果を実感しま
す。受付、ガイダンス、健康チェック、
リラックスタイム、森林散歩、ヨガ体験、
健康チェック、終了

アップダウンのあるコースを歩きます。
妊婦の方、既往歴のある方はかかりつけ
医にご相談ください。

森林公園インフォメー
ションセンターから園内
遊歩道

インフォメーションセンター
（河北郡津幡町字津幡エ１４）
集合 ９：００～９：３０
開始 ９：３０
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／４月１日（木）～定員になり次第締切
申込／FAX・E-mail

森林セラピープラス ハンモック体験

6月10日（木）、8月19日（木）、
10月14日（木）
参加費 ２，０００円
対 象 １５歳以上
定 員 １０名

五感を通して森林の癒し効果を実感しま
す。受付、ガイダンス、健康チェック、
リラックスタイム、森林散歩、ハンモッ
ク体験、健康チェック、終了

アップダウンのあるコースを歩きます。
妊婦の方、既往歴のある方はかかりつけ
医にご相談ください。

森林公園インフォメー
ションセンターから園内
遊歩道

インフォメーションセンター
（河北郡津幡町字津幡エ１４）
集合 ９：００～９：３０
開始 ９：３０
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／４月１日（木）～定員になり次第締切
申込／FAX・E-mail

おでかけさん

4月1日（木）～2022年3月31日（木）
参加費 ２００円～（各回実費＋保険料）
対 象 ０歳～大人まで

大人だけの参加も歓迎です！
定 員 １０組程度

自然を通じて集える場

赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃん
までいろんな人が集まって、みんなのや
ってみたい！を実現します。里山おさん
ぽ会、農業体験、自然素材を利用した芸
術活動、里山の自然を活かした伝統行事
体験など、さまざまなシリーズのプログ
ラムを実施します。（各シリーズ詳細は
HP参照）

また企画にない、こんなことやってみた
い！も挑戦します。お気軽にお問い合わ
せください。

夕日寺健民自然園、こく
ぞう里山公園、など金沢
市近郊

詳細はHP参照

主催者／おでかけさん 担当：遠藤
E-mail：３＠cocoya.org
HP : http : //３３.cocoya.org

問合せ＆申込先／HP専用フォームまたはE-mail
募集／４月１日（木）～２０２２年３月３１日（木）
申込／E-mail・ウェブ

ツリークライミング

3月20日（土・祝）～11月20日（土）
参加費 体験コース 小人：５００円

大人：８００円
チャレンジコース 小人：１，０００円
大人：１，５００円
（必用装備レンタル代、障害保
険代含む）

対 象 ４歳以上、小学生低学年は保護
者同伴

定 員 ３名／１開催

自分の力だけでこんなに高く登れるなん
て

３月中旬から１１月中旬まで常時開催

Tree＋ing Cafe フクロ
ウの森
９２１‐８８３６ 石川県野々市市
末松１‐５６

開催場所と同じ

主催者／アドベンチャードアーズ
担当：代表 古源

９２１‐８８３６ 石川県野々市市末松１‐５６
TEL０９０‐１３９４‐１００２
E-mail：info@adventure-doors.com
HP：https : //adventure-doors.com

問合せ＆申込先／Tree＋ing Cafe フクロウの森
９２１‐８８３６ 石川県野々市市末松１‐５６
TEL０９０‐１３９４‐１００２
E-mail：info@adventure-doors.com
HP：https : //adventure-doors.com
募集／３月１日（月）～１１月２０日（土）
申込／電話・E-mail・ウェブ

4月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地

集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

明神壁トレッキング

4月7日（水）
参加費 １人５００円
対 象 小学校３年生以上

（小学生は保護者同伴）
定 員 １０名

明神壁から望む白山～手取川は絶景！

手取川付近から春の花を愛でながら歩き、
昔、天狗がいたという明神壁に登ります
（登り口から明神壁までは４０分）。

雨天中止。
水筒、弁当、雨具（防寒も兼ねる）、敷物を持
参し、動きやすい服装と濡れてもよい歩き
やすい履き物（長靴等）で集合して下さい。

白山市下野町～白山市若
原町（旧鳥越村）

白山ろくテーマパーク
河合・下野園地
（白山市下野町）
開始 １０：００
解散 １３：００

主催者／㈱岸グリーンサービス
問合せ＆申込先／白山ろくテーマパーク公園センター
TEL０７６‐２７２‐３６３７ FAX０７６‐２７２‐３９３７
E-mail：info@hakusanpark.com
募集／３月１日（月）～４月６日（火）
申込／電話・FAX・E-mail

通

年

複
数
月

4
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。
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プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地
集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

親子でカヤック！①

4月10日（土）
参加費 大人・小学生以上 １名１，５００円
対 象 小学校３年生以上の親子
定 員 各回３組程度

探検気分で漕ぎ出そう！

ゴムボートタイプのカヤックを操り、親子で協力して大聖寺川に漕ぎ出
そう！１日３回（各回１時間程度） ①９：３０～ ②１１：００～ ③１３：３０～

新型コロナウイルス感染状況によっては中止する場合があります。
子どもだけの乗艇は出来ません。
濡れてもよい服・履物、着替えをご用意下さい。
二人艇を使用しますが、３人でお申し込みの場合は交代で乗艇いたしま
す。

大聖寺川下流域

「竹の浦館」正門
（加賀市大聖寺瀬越町イ１９‐１）
①集合９：１５ 解散１１：００
②集合１０：４５ 解散１２：３０
③集合１３：１５ 解散１５：００

主催者／かが緑の里自然教室 担当：増本
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/

問合せ＆申込先／TEL０９０‐４３２２‐４７８３（増本）
E-mail：kaga-midorinosato@outlook.jp
申込みフォーム：https : //bit.ly/２UNUP７I
問合せフォーム：https : //bit.ly/２CtWgkx

募集／３月１０日（水）～定員になり次第締切
申込／電話・E-mail・ウェブ

「桜と石のレガシー」散策ウォークと食
事交流会

4月10日（土）小雨決行
参加費 １，２００円（昼食付き）
対 象 不問
定 員 ３０名

石の里と桜並木の美しい風景を味わおう。

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。自然豊かな里山を散
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→下区町並み見学→円区町並
み見学→我山橋見学→両向町並み見学→
牧町並み見学→里山自然学校こまつ滝ヶ
原

里山自然学校こまつ滝ヶ原

里山自然学校こまつ滝ヶ原
（小松市滝ヶ原町ウ２０番地）
受付 ９：３０～
開始 １０：００
昼食 １２：００
解散 １３：００

主催者／里山自然学校こまつ滝ヶ原 担当：山下
９２３‐０３３５ 石川県小松市滝ヶ原町ウ２０番地
TEL０７６１‐６５‐２４３６

問合せ＆申込先／TEL０９０‐５６８０‐１５４８（山下）
FAX０７６１‐６５‐２４３６
E-mail：ma.kura０８３０@gmail.com
HP：http : //satoyama-komatsu.com/
募集／３月１０日（水）～４月７日（水）
申込／電話・FAX・E-mail・ウェブ

ヤドカリ学級 ヤドカリをつかまえよう
4月10日（土）～4月29日（木・祝）日程期間内の土日祝日の午前・午後開催
4月10日（土）、11日（日）、24日（土）、25日（日）、29日（木・祝）
参加費 無料（高校生以上は別途入館料２１０円が必要）
対 象 年齢制限はありませんが、５歳未満の

お子様の参加はお勧めできません。
定 員 家族単位及び５名程度のグルー

プ１組 １日２組

能登の里山里海 たいけん はっけん

ヤドカリの仲間がたくさん見られる季節
となりました。その行動を観察します。

のと海洋ふれあいセンター

のと海洋ふれあいセンター
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
開始 １０：３０ １３：３０
終了 １２：００ １５：００

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／３月１日（月）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

きのこの森づくり活動

4月11日（日）
参加費 １名４００円
対 象 小学生以上

（小中学生は保護者同伴）
定 員 ２０名

特用林産物であるシイタケの植菌を体験
しつつ、森林の利活用、資源の循環につ
いても学びます。

野外での作業になりますので、汚れても
良い服装でお越しください。雨天中止で
す。

つばたの森

石川県森林公園森林学習
展示館
（河北郡津幡町字能瀬地内）
集合 ８：３０～９：００
開始 ９：００
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／３月１４日（日）～３月２８日（日）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

森であそぶ・親子であそぶ
4月11日（日）
参加費 有料

料金は電話・HP等で確認して
ください。

対 象 年中児～小学校２年生の親子
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾①

春の息吹に心がおどります。春風にふか
れながら小さなお子様と親子で楽しく遊
び自然園の森でひとときをすごしません
か。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １０：００
終了 １２：００

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・FAX：０７６‐２５１‐７５５４
E-mail：furusatokan@bz０４.plala.or.jp
HP：http : //www.yuhidera.jp/
募集／３月１日（月）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

能美の里山ガイドハイク 虚空蔵山

4月11日（日）
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

里山の四季を体感しよう

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。

能美市和気町 虚空蔵山

こくぞう里山公園交流館
受付 ８：４０
開始 ９：００
解散 １２：００頃

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
TEL０７６１‐５１‐２３０８ 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
約２ヶ月前から受付

申込／電話・FAX・E-mail・往復はがき

春を味わうWildクッキング

4月14日（水）
参加費 １人１，０００円

幼児無料
対 象 どなたでも

（小学生以下は保護者同伴要）
定 員 ３組（１組４名まで）

キャンプ場内を散策し、食べられる野草
を摘みましょう。そのうちの数種類は調
理して詰めてテイクアウト。あとはご自
宅で野草調理してみましょう。
※雨天中止

白山吉野オートキャンプ場
（白山市吉野）

白山吉野オートキャンプ場
開始 １０：００
解散 １２：３０

主催者／㈱岸グリーンサービス
問合せ＆申込先／白山ろくテーマパーク公園センター
TEL０７６‐２７２‐３６３７ FAX０７６‐２７２‐３９３７
E-mail：info@hakusanpark.com
募集／３月１日（月）～４月１３日（火）
申込／電話・FAX・E-mail

木の枝ぱちんこ作り

4月17日（土）
参加費 一人４００円
対 象 親子小学生（保護者同伴）
定 員 ３０名

木の枝を使用して、ゴムぱちんこを作り
ます。輪ゴムに玉を引っかけ、グッとひっ
ぱって…。うまく飛ばせるかな？

雨天の場合は中止になります。

白山ろくテーマパーク河
合・下野園地

白山ろくテーマパーク河
合・下野園地
開始 １３：３０
解散 １６：００

主催者／㈱岸グリーンサービス
問合せ＆申込先／白山ろくテーマパーク公園セン
ター
石川県白山市河内町吉岡西８９
TEL０７６‐２７２‐３６３７ FAX０７６‐２７２‐３９３７
E-mail：info@hakusanpark.com
募集／３月１日（月）～４月１６日（金）
申込／電話・FAX・E-mail

春の里山探鳥会

4月17日（土）
参加費 無料
対 象 小学生以上の子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾②

夕日寺自然園の林内は春、真っ盛り。恋
の季節を迎えた鳥たちの「さえずり」を
聞き分けてみませんか。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 ９：００
終了 １１：００

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／３月１日（月）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

ふれる・さぐる・つくる 子どもエコ
タイム

4月18日（日）
参加費 ３００円
対 象 小学生以上
定 員 １５名

おもしろ環境実験① バナナの秘密

そのまま食べたり、バターで焼いたり、
甘くて、ちょっと酸っぱい便利なおやつ。
どんな栄養があるのかな。簡単な実験を
しながら、バナナの秘密をさぐります。

持ち物：筆記用具、手拭きタオル、エプ
ロン、水筒

金沢市長土塀青少年交流
センター

調理実習室
集合 １３：００（受付開始）
開始 １３：１５
解散 １５：００

主催者／タイムマシンクラブ 担当：舘
E-mail：harucco@topaz.ocn.ne.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／３月１８日（木）～定員になり次第締切
申込／E-mail

4
月
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親子Deダンボール燻製作り！スモークに挑戦
4月18日（日）
雨の日は雨具を持参してください
参加費 参加者一人５００円

キャンセル料なし
対 象 小学生１年～６年生

（低学年は保護者同伴）
定 員 ５０名

親子で楽しくオリジナルの燻製作り

用意した材料を使い親子で楽しく作る

奥卯辰山健民公園

奥卯辰山健民公園
（金沢市若松町エ‐８５）

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／３月１日（月）～４月１６日（金）
申込／電話・FAX・E-mail

春うらら潮騒の道を歩く自然観察会

4月18日（日）
参加費 なし
対 象 小学生低学年は保護者同伴
定 員 なし

穏やかな里海の海岸風景を楽しみながら
歩く

潮騒の道～内浦～潮騒の道～長谷部神社
～穴水城址

新型コロナ感染防止のためマスク着用を
お願いします。

穴水町

集合 ９：００
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）

開始 ９：００
解散 １５：００

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／TEL０９０‐７７４８‐６１１６（西井武秀）
申込／不要

昆虫標本をつくろう（チョウ）
4月18日（日）
参加費 入館料のみ

※参加にあたっては当館で販売し
ている「かんたん標本セット」
（１，１００円）をご購入いただきます。

対 象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定 員 午前・午後、各５組

昆虫館で飼育展示している日本最大級の
チョウ、オオゴマダラを標本にする教室
です。標本にしたチョウはお持ち帰りで
きます。

石川県ふれあい昆虫館

石川県ふれあい昆虫館
（白山市八幡町戌３）
【午前の部】
開始１０：３０ 終了１１：３０
【午後の部】
開始１３：３０ 終了１４：３０

主催者／石川県ふれあい昆虫館 担当：石川
９２０‐２１１３ 石川県白山市八幡町戌３番地
TEL０７６‐２７２‐３４１７
HP：https : //www.furekon.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
４～６月に実施する３回分の標本教室を「４月４日」
９：００より電話受付を開始します。
募集／４月４日（日）～定員になり次第締切
申込／電話

春の里山ハイキング

4月21日（水）
参加費 １人１，０００円
対 象 小学校３年生以上

（小学生は保護者同伴）
定 員 １０名

～春の妖精に会いに～

里山に入り、雪解けのなだらかな尾根を歩きます。イワウチ
ワやカタクリの花やギフチョウなどの春の「妖精」に会いに
いきましょう。

雨天中止。中止の場合は前日までに連絡します。
天候等により内容の一部変更有り。
飲み物、弁当、雨具（防寒も兼ねる）を持参し、動きやすい服
装と濡れてもよい運動靴（軽登山靴や長靴が好ましい）で。

白山市河内町吉岡～福岡

白山ろくテーマパーク吉
岡園地 公園センター
（白山市河内町吉岡西８９）
開始 ９：００
解散 １５：００

主催者／㈱岸グリーンサービス

問合せ＆申込先／白山ろくテーマパーク公園センター
TEL０７６‐２７２‐３６３７ FAX０７６‐２７２‐３９３７
E-mail：info@hakusanpark.com
募集／３月１日（月）～４月２０日（火）
申込／電話・FAX・E-mail

春の山菜・里菜ツアー！

4月24日（土）
参加費 １人１，０００円程度
対 象 小中学生とその家族
定 員 ２５組８０名程度

山菜・里菜採りと野外調理にチャレン
ジ！

いしかわ自然学校インストラクター指導
のもと、白山青年の家周辺の里山で山菜
・里菜採り、その調理活動を通じて家族
の親睦や交流を深めます。

石川県立白山青年の家

石川県立白山青年の家
（白山市八幡町戌１４２番地）
集合 ９：００
開始 ９：３０
解散 １５：００

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
TEL０７６‐２７２‐３６９５ FAX０７６‐２７２‐３６９４
E-mail：info@hakusanseinen.jp
HP：http：／／www．hakusanseinen．jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／４月９日（金）～定員になり次第締切
申込／電話

旧北国街道自然観察会

4月24日（土）
参加費 無料（電車賃２００円程度必要）
対 象 健脚向き

小学生低学年は保護者同伴
定 員 なし

北国街道を歩いて春の花や歴史を訪ねる

山の文化館～細呂木駅～（電車）～大聖
寺（約１５km）

新型コロナ感染防止のためマスク着用を
お願いします。

加賀市大聖寺番場町

集合 ９：００
深田久弥 山の文
化館駐車場

開始 ９：００
解散 １５：００

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／TEL０９０‐２３７０‐７０８３（宮下由美子）
申込／不要

親子春物語

4月24日（土）～4月25日（日）
1泊2日
参加費 １人４，１００円
対 象 小・中学生を含む家族・グループ
定 員 ８０名

この体験が親子の物語に！

タラの芽・コゴミ・コシアブラなどの山
菜採り、サツマイモ苗植え、クラフト活
動、親子調理活動など

石川県立鹿島少年自然の
家とその周辺

石川県立鹿島少年自然の
家

主催者／石川県立鹿島少年自然の家
９２９‐１６３５ 石川県鹿島郡中能登町高畠原山分ハ１
TEL０７６７‐７７‐２２００

問合せ＆申込先／主催者と同じ
約１ケ月前から電話で受け付け

募集／４月６日（火）～４月１４日（水）
申込／電話

エンジョイ家族「春のキャンプ」

4月24日（土）～4月25日（日）
1泊2日
参加費 一人３，５００円程度
対 象 小中学生を含む家族
定 員 ４０名（１０家族程度）

自然の中でキャンプや春山登山を楽しみ
ます。
内容：テント泊、春山登山（山菜採取）、
野外炊飯等

白山ろく少年自然の家お
よび周辺の山

白山ろく少年自然の家

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番地
TEL０７６‐２５６‐７１１４
HP：http : //www.hakusan６.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
約１か月前から受付（休館日は除く）
申込／電話

わんぱく遊び塾『森の秘密基地作り 春編』
4月25日（日）
参加費 大人・小学生以上 １名２，０００円

未就学児（４歳以上）１名１，５００円
幼児（３歳以下） １名 ６００円
※３人目より１名につき５００円引き。

対 象 幼児・小学生親子
定 員 ２０名

秘密の遊び場を作ろう！

芽吹きのドングリの森で、探検遊びやロープや布を使って自由な発想で
秘密の遊び場を作ります。
午前：里山の探検 午後：自由な発想で遊び場づくり

お弁当をご用意ください。
クマ・イノシシ等野生動物出没状況によっては中止する場合があります。
新型コロナウイルス感染状況によっては時短開催または中止する場合が
あります。

加賀市直下町ホーソの森

加賀市三谷地区（予定：
旧松風荘駐車場 加賀市
直下町１９４）
集合 ９：１５
開始 ９：３０
解散 １５：３０

主催者／かが緑の里自然教室 担当：増本
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/

問合せ＆申込先／TEL０９０‐４３２２‐４７８３（増本）
E-mail：kaga-midorinosato@outlook.jp
申込みフォーム：https : //bit.ly/２CsK７wc
問合せフォーム：https : //bit.ly/２CtWgkx
募集開始日に定員を超えるお申し込みがあった場
合は、受け付け開始当日分の中から抽選といたし
ますので、あらかじめご了承下さい。
募集／４月５日（月）～定員になり次第締切
申込／電話・E-mail・ウェブ

親子de凧づくり教室

4月25日（日）
参加費 一組３００円
対 象 小学生以上で親子
定 員 親子３０組

凧に自分が好きな絵を書いて、親子で協
力して凧作りをします。作ったら芝生広
場で凧を飛ばしてみよう！

雨天の場合は中止になります。

北部公園

北部公園第３休憩所
開始 ９：３０
解散 １２：００

主催者／㈱岸グリーンサービス
問合せ＆申込先／北部公園
石川県金沢市忠縄町リ
TEL０７６‐２５７‐２０７３ FAX０７６‐２５７‐２０７５
E-mail：hokubu@kishigreen.co.jp
募集／３月１日（月）～４月２４日（土）
申込／電話・FAX・E-mail

4
月
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プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地
集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

森林セラピーアクト植物観察コースガ
イドウォーク
4月25日（日）
参加費 無料
対 象 小学生以上

小中学生は保護者同伴
定 員 ２０名

多様な植物を観察することのできるコー
スを公園職員案内のもと、散策します。

山道を歩きますので、足元がしっかりと
した靴をご準備ください。少雨決行、荒
天中止です。

園内遊歩道

旧森林公園事務所
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
集合 ９：３０～１０：００
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／３月２８日（日）～４月１１日（日）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

林業試験場樹木公園自然観察会

4月25日（日）
参加費 なし
対 象 小学生低学年は保護者同伴
定 員 なし

サクラ三昧と園内多種にわたる樹木を楽
しむ

樹木公園内

新型コロナ感染防止のためマスク着用を
お願いします。

白山市三宮町

集合 ９：００
林業試験場樹木公
園駐車場

開始 ９：００
解散 １５：００

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／TEL０９０‐８２６２‐７０９９（奥名正啓）
申込／不要

晩春の里山探訪～新緑の息吹

4月25日（日）
参加費 無料
対 象 小学生以上の子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾③

自然園の森は新緑の息吹が感じられる
頃。緑まばゆい中、初夏を迎える生き物
たちの暮らしぶりを見てみよう。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １０：００
終了 １２：００

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／３月１日（月）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

アンモナイトのレプリカ作り

4月29日（木・祝）
参加費 無料
対 象 小学校４年生～大人
定 員 ８名

実物のアンモナイトの型をとり、石膏で
レプリカを作製して、色つけをします。

石川県立自然史資料館内

受付 ９：３０～
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県立自然史資料館 担当：桂
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／４月１日（木）～定員になり次第締切
申込／電話

四季の獅子吼高原を楽しもう！（春編）
4月29日（木・祝）
参加費 大人 ６００円

子供（小学生以下）３００円
※但し昼食・入館料等は含みません

対 象 園児～大人
（※小学生以下保護者同伴）

定 員 ２０名

森の中を歩いてみよう！「健康・発見」 獅子吼高原（パーク獅子
吼＆樹木公園周辺）

パーク獅子吼ふれあい館
（白山市八幡町リ１１０）
受付 １０：００～
開始 １０：００
解散 １３：３０

主催者／白山獅子吼自然人クラブ（TEAMはくさ
ん２１グループ） 担当：金丸
９２０‐２１６５ 石川県白山市富光寺町１６番地
（合同事務所内）
TEL０９０‐３９２４‐７１６５ FAX０７６‐２７３‐３９２６
E-mail：k-kazu０１１５@i.softbank.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／３月１日（月）～４月２５日（日）
申込／電話・FAX・E-mail

森の忍者 ～北部公園の森で忍者修行！～

4月29日（木・祝）
参加費 一人５００円
対 象 年中以上で親子
定 員 ３０名

園内の森林の中で自然体験ゲームなどを
忍者修行に例え、親子で挑戦してもらい
ながら森の忍者を目指そう！

雨が降りそうな時には雨具を持参してく
ださい。

北部公園

北部公園 桜の宴
開始 １０：００
（受付９：３０～）
解散 １２：００

主催者／㈱岸グリーンサービス
問合せ＆申込先／北部公園
石川県金沢市忠縄町リ
TEL０７６‐２５７‐２０７３ FAX０７６‐２５７‐２０７５
E-mail：hokubu@kishigreen.co.jp
募集／３月１日（月）～４月２８日（水）
申込／電話・FAX・E-mail

海で遊ぼうPart1

4月29日（木・祝）
参加費 一人１，０００円程度
対 象 小中学生を含む家族
定 員 ９０名

春の海を満喫！大型カヌーで漕ぎ出そう
海のクラフト他

石川県立能登少年自然の家

石川県立能登少年自然の家

主催者／石川県立能登少年自然の家
９２７‐０６０４ 鳳珠郡能登町字九里川尻１６字２０番地
TEL０７６８‐７２‐２２００

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／４月６日（火）～定員になり次第締切
申込／電話

わくわく親子あそび塾『よもぎ団子つくり』

4月29日（木・祝）
参加費 大人８００円 子ども６００円
対 象 ５歳以上の親子
定 員 ５家族程度

春の香りをまるごとお団子にしちゃおう！

あぜ道を歩いて春の草花にふれたり野原
でよもぎ摘みをします。家族ごとに茹で
たり丸めたりして春の香りをお団子にし
て、あんこやきな粉をつけて味わいま
しょう！

包丁や火を使いますので、小さいお子さん
には十分注意をして見守ってください。

白山市寄新保町６６６‐２
チャレンジ村

白山市チャレンジ村
集合 １３：１５
開始 １３：３０
解散 １６：００

主催者／自然のまなびや本舗 担当：熊岡
FAX０７６１‐７３‐８７３８
E-mail : yoko.１１１７.kuma@gmail.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／３月２０日（土・祝）～定員になり次第締切
申込／FAX・E-mail

5月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地

集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

ミクロの化石をみつけよう

5月1日（土）
参加費 無料
対 象 小４～大人
定 員 ７名

顕微鏡等を使って、大桑層の砂の中から
微化石を発見・採集します。

石川県立自然史資料館内

受付 ９：３０～
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県立自然史資料館 担当：桂
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／４月１日（木）～定員になり次第締切
申込／電話

4
月

5
月
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プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地
集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

飯ごうでご飯を炊いてみよう！

5月1日（土）
参加費 １人１，０００円

（※付き添いの場合は５００円）
対 象 小学生以上ならどなたでも
定 員 １０人程度

アウトドア初心者の最初の一歩♪

火をおこし、飯盒でご飯を炊いてみます。

竹の浦館
受付 ９：００
開始 ９：３０
解散 １３：００

主催者／かが里山里海しぜん楽校 担当：増田
９２２‐０６７１ 石川県加賀市大聖寺瀬越町イ１９‐１
TEL０７６１‐７３‐８８１２ FAX０７６１‐７３‐８８１３
E-mail：sizentaiken７２１@gmail.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／４月１日（木）～４月３０日（金）
申込／電話・FAX・E-mail・はがき

親子でカヤック！②

5月2日（日）
参加費 大人・小学生以上 １名１，５００円
対 象 小学３年生以上の親子
定 員 各回３組程度

探検気分で漕ぎ出そう！

ゴムボートタイプのカヤックを操り、親子で協力して大聖寺川に漕ぎ出
そう！１日３回（各回１時間程度） ①９：３０～ ②１１：００～ ③１３：３０～

新型コロナウイルス感染状況によっては中止する場合があります。
子どもだけの乗艇は出来ません。
濡れてもよい服・履物、着替えをご用意下さい。
二人艇を使用しますが、３人でお申し込みの場合は交代で乗艇いたし
ます。

大聖寺川下流域

「竹の浦館」正門
（加賀市大聖寺瀬越町イ１９‐１）
①集合９：１５ 解散１１：００
②集合１０：４５ 解散１２：３０
③集合１３：１５ 解散１５：００

主催者／かが緑の里自然教室 担当：増本
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/

問合せ＆申込先／TEL：０９０‐４３２２‐４７８３（増本）
E-mail：kaga-midorinosato@outlook.jp
申込みフォーム：https : //bit.ly/２UNUP７I
問合せフォーム：https : //bit.ly/２CtWgkx

募集／４月２日（金）～定員になり次第締切
申込／電話・E-mail・ウェブ

医王山の大池平自然観察会－春－

5月2日（日）
参加費 なし
対 象 小学生低学年は保護者同伴
定 員 なし

芽吹き始めた早春の季節を楽しむ

医王山ビジターセンター～大池平

新型コロナ感染防止のためマスク着用を
お願いします。

金沢市

集合 ９：００
金沢市奥新保
医王山ビジターセ
ンター

開始 ９：００
解散 １４：００

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／TEL０９０‐８２６２‐７０９９（奥名正啓）
申込／不要

ヤドカリ学級 アメフラシをつかまえよう
5月1日（土）～5月23日（日） 日程期間内の土日祝日の午前・午後開催
1日（土）、2日（日）、3日（月・祝）、4日（火・祝）、5日（水・
祝）、8日（土）、9日（日）、22日（土）、23日（日）
参加費 無料（高校生以上入館料２１０円が必要）
対 象 制限はありませんが５才以下のお

子様の参加はお勧めできません。
定 員 家族単位及び５名程度のグループ１組 １日２組

能登の里山里海 たいけん はっけん

磯には大きく成長したアメフラシが見つ
かります。その体の特徴を解説します。

のと海洋ふれあいセンター

のと海洋ふれあいセンター
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
開始１０：３０ １３：３０
終了１２：００ １５：００

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／４月１日（木）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

しぜん工作 森のパフェ

5月3日（月・祝）
参加費 参加者一人３００円
対 象 小学生１年～６年生

（低学年は保護者同伴）
定 員 ６０名

コップの中に小さな森を作ってみよう

用意した材料を使い講師のもと工作を行
う

奥卯辰山健民公園

奥卯辰山健民公園
（金沢市若松町エ‐８５）
集合 ９：３０
開始 １０：００
解散 １５：００

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／４月１日（木）～５月１日（土）
申込／電話・FAX・E-mail

スイカを育てるキャンプ（日帰り・テント付）
5月3日（月・祝）雨天の場合でもプログラムを
短縮して実施、希望者には別日で対応
参加費 親子で４，９００円 １人４，５００円

（収穫時にスイカ１組１ケ取得）
全３回通し親子１０，０００円１人９，０００円（スイカ３ケ）

対 象 ５歳以上（小学生低学年以下は保護者同伴）
定 員 １０組 一人でも可

スイカを育ててみよう

第１回 ５月３日（月・祝）「苗植え」
第２回 ５月３０日（日）「つるだし」
第３回 ８月１日（日）「収穫」

藤木農園 オオヨシキリ
の畑（内灘町湖西１６）

集合 ９：４５
開始 １０：００
解散 １７：００
希望者はテント泊可能

主催者／藤木農園 担当：藤木
TEL０９０‐９４４９‐４３２３
E-mail：fujiki４３２３@gmail.com
HP：https : //fujikinouen.jimdofree.com/

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／３月１日（月）～定員になり次第締切
申込／E-mail・ウェブ・はがき

地層の観察

5月5日（水・祝）
参加費 無料
対 象 小４～大人

（小学生は保護者同伴必須）
定 員 １６名

犀川川原で地層や化石を観察し、大地の
成り立ちについて学びます。

・雨天中止
・カメラを持っている人は持参
・野外活動に適した服装、履物

大桑町犀川川原

受付 １３：００～
開始 １３：３０
解散 １５：３０

主催者／石川県立自然史資料館 担当：桂
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／４月５日（月）～定員になり次第締切
申込／電話

白山麓の歴史散歩 －トシさんのルーツ
小原山の出作り探訪－
5月8日（土）
雨天の場合 5月9日（日）
参加費 １人３００円
対 象 一般
定 員 １０名

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。

１ヶ月前から電話、FAX、E-mailなどで
受付
山歩きができる服装

白山市白峰小原山地内

石川県立白山ろく民俗資
料館
集合 ９：００
解散 １２：３０

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
TEL０７６‐２５９‐２６６５ 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／４月７日（水）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

ダンボールオーブンでピザ作り

5月8日（土）
参加費 一人４００円
対 象 小学生以上で親子
定 員 ３０名

親子でオリジナルピザを作ろう！

園内でトッピングに使える食材を探し、
オリジナルのピザを作りダンボールで
作ったピザ窯で焼きあげます。

雨が降りそうな時には雨具を持参してく
ださい。

北部公園

北部公園 桜の宴
開始 １３：３０
解散 １６：３０

主催者／㈱岸グリーンサービス
問合せ＆申込先／北部公園
石川県金沢市忠縄町リ
TEL０７６‐２５７‐２０７３ FAX０７６‐２５７‐２０７５
E-mail：hokubu@kishigreen.co.jp
募集／３月１日（月）～５月７日（金）
申込／電話・FAX・E-mail

山菜ウォークと食事交流会

5月8日（土）
参加費 １，２００円（昼食付き）
対 象 不問
定 員 ３０名

目指せ山菜マスター！

山菜を探しながらウォーキングします。
採取した山菜を試食し、味わってみま
しょう。ウォーキングも楽しくなります。
里山の自然を満喫しましょう。

里山自然学校こまつ滝ヶ原

里山自然学校こまつ滝ヶ原
（小松市滝ヶ原町ウ２０番地）
受付 ９：３０
開始 １０：００
昼食 １２：００
解散 １３：００

主催者／里山自然学校こまつ滝ヶ原 担当：山下
９２３‐０３３５ 石川県小松市滝ヶ原町ウ２０番地
TEL０７６１‐６５‐２４３６

問合せ＆申込先／０９０‐５６８０‐１５４８（山下）
FAX０７６１‐６５‐２４３６
E-mail：ma.kura０８３０@gmail.com
HP：http : //satoyama-komatsu.com/
募集／４月８日（木）～５月５日（水・祝）
申込／電話・FAX・E-mail・ウェブ

5
月
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能美の里山自然学校
5月8日（土）
参加費 ３，０００円

※一括（全４回、５月、７月、１０月、２月）
申込みの場合、１０，０００円 初回申
し込みに限る。途中返金なし。

対 象 小学生
定 員 ２０名

冒険の旅“里山”へ出発

身近な森でおもいっきり遊ぼう。木登り
や木のブランコなどで遊び、身近にある
食べられる植物等も観察します。

能美市和気町 虚空蔵山、
こくぞう里山公園

こくぞう里山公園交流館
受付 ８：４０
開始 ９：００
解散 １６：００

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
TEL０７６１‐５１‐２３０８ 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
４月より募集（７月、１１月、２月も申込み可能）
申込／電話・FAX・E-mail

わんぱく遊び塾『田んぼで遊ぼ！』
5月9日（日）
参加費 大人・小学生以上 １名２，０００円

未就学児（４歳以上）１名１，５００円
幼児（３歳以下） １名６００円
※３人目より１名につき５００円引き。

対 象 幼児・小学生親子
定 員 ２５名

田んぼの中にも入ってみよう！

緑あふれる「みたにの里」で田んぼや里
山に棲む生き物を探します。田んぼの中
にも入ってみます。

新型コロナウイルス感染状況によっては
時短開催または中止する場合がありま
す。

加賀市三谷地区
（曽宇町・直下町・日谷町）

加賀市三谷地区（詳細未定）
集合 ９：１５
開始 ９：３０
解散 １５：３０

主催者／かが緑の里自然教室 担当：増本
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/

問合せ＆申込先／TEL０９０‐４３２２‐４７８３（増本）
E-mail：kaga-midorinosato@outlook.jp
申込みフォーム：https : //bit.ly/２CsK７wc
問合せフォーム：https : //bit.ly/２CtWgkx
募集開始日に定員を超えるお申し込みがあった場
合は、受け付け開始当日分の中から抽選といたし
ますので、あらかじめご了承下さい。
募集／４月５日（月）～定員になり次第締切
申込／電話・E-mail・ウェブ

ツリークライミング体験

5月9日（日）
参加費 １名２，０００円
対 象 小学生以上

小中学生は保護者同伴
定 員 ①、②いずれも１０名ずつ。合計２０名

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。

ロープや樹皮で擦れることが多いので、
長袖長ズボン必須です。またバンダナ・
軍手もご準備ください。雨天中止です。

緑化の広場

旧森林公園事務所
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
①集合 ９：３０～１０：００
開始 １０：００
解散 １２：００
②集合 １２：３０～１３：００
開始 １３：００
解散 １５：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／４月１１日（日）～４月２５日（日）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

山菜採りを楽しむ（素人歓迎）

5月9日（日）
参加費 １，５００円
対 象 大人
定 員 ２５人

大乗文子（山菜の達人）から学ぼう

大乗文子の指導で、山菜を探し、料理方
法を学ぶ。写真、メモ帳、筆記用具を必
ず持参の事。弁当持参、雨天中止

白山市綿が滝付近

集合 ９：００
解散 １６：００

主催者／エコライフ白山・白山手取川自然塾
（TEAMはくさん２１グループ）

問合せ＆申込先／０９０‐１６３９‐８１１７（西山 衛）
E-mail：arahiro@lilac.ocn.ne.jp（荒川 宏）
募集／４月１日（木）～４月３０日（金）
申込／電話・E-mail

医王山ガイドトレック

5月9日（日）
参加費 １人６，５００円（税・保険料・茶菓

サービス込）
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

たんけん大好き大人向け（全４回シリーズ）

＜山笑う編＞
■概要：医王山の名花・ヒメシャガをはじめ多彩な花々
やブナの新緑を楽しみ、そそり立つ鳶岩のクライミング
に挑戦します。
★コース：医王山ビジターセンター⇒大池平・三蛇ヶ滝
⇒鳶岩⇒中尾新道⇒白兀山⇒医王山ビジターセンター
★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。

医王山医王山ビジターセ
ンター

集合 ７：３０
解散 １５：３０（予定）

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／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／４月１日（木）～定員になり次第締切
申込／E-mail・ウェブ

初夏、ブナの青葉が輝く石動山を歩く自
然観察会

5月15日（土）
参加費 なし
対 象 小学生低学年は保護者同伴
定 員 なし

多くの史跡と新緑の美しいブナ林を楽し
む

神社拝殿～大御前（５６４m山頂）～石動
山城址～大宮坊～旧観坊

新型コロナ感染防止のためマスク着用を
お願いします。

中能登町

集合 ９：００
石動山資料館横の
駐車場（資料館を
過ぎて右手の駐車
場）

開始 ９：００
解散 １６：００

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／問い合わせ先：荒牧良一
TEL０９０‐３２９５‐１６０３
申込／不要

白山に恩返し！白山登山道整備を学ぼ
う！～１回目～
5月15日（土）
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

登山道の点検作業を体験しよう！

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。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。

白山市白峰地内 チブリ
尾根登山道

市ノ瀬ビジターセンター
集合 ７：００
解散 １６：００

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／４月１日（木）～５月１０日（月）
申込／電話・E-mail

加賀友禅のこころにふれる旅

①5月15日（土）・6月19日（土）・9月18日（土）
※いずれの日程も同じ内容です。
参加費 ９，９００円（税込）／お一人（体験料、

お茶・お菓子、保険料含む）
対 象 大人、中学生以上
定 員 ６名（最少催行４名～）

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。自然案内人と東山界
隈を散策し金沢の自然と暮らしを見聞きした後、加賀友禅作家で伝統工芸士
の中西淑子氏から友禅染の技法のレクチャーを受け、ご自分でデッサンし、オ
リジナルのデザインで友禅染の一連の工程を体験していただきます。大人の
知的好奇心を刺激する体験ツアー。作った作品はお持ち帰りいただけます。

雨天決行です。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。
出来上がった作品はお土産としてお持ち帰りいただけます。

浅野川～東山周辺・金沢
TAIKEN BASE（仮称）
金沢市彦三町１‐９‐５６‐２

１３：００ 東山河岸緑地集合
１７：３０ 金沢TAIKEN

BASE（仮称）

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／３月１日（月）～定員になり次第締切
申込／E-mail・ウェブ

春の花観察会

5月16日（日）
参加費 無料
対 象 小学生以上

小中学生は保護者同伴
定 員 ２０名

専門家とともに、春の花をはじめとする
園内で生息する植物を観察します。

山道も歩きますので、足元がしっかりと
した靴をご準備ください。少雨決行、荒
天中止です。

園内遊歩道

旧森林公園事務所
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
集合 ９：３０～１０：００
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／４月１８日（日）～５月２日（日）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

森の小さな絵本カフェ ～春編～

5月16日（日）
参加費 大人１人１，５００円（ワンドリンク付）

子ども１家族５００円
対 象 大人・親子

（子どものみの参加は不可）
定 員 大人２０名程度とお子さん

森でゆったりと絵本を読みませんか

美味しいコーヒーを淹れてお待ちしてい
ます。皆さんが持ち寄った絵本を交換し
て、森で自由に読みましょう。１人で読
んでもよし、親子で読んでもよし、美味
しい飲み物を飲みながら森の心地よさを
感じてみませんか。

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
（金沢市夕日寺町ハ１１６）
集合 ９：２０
開始 ９：３０
解散 １２：３０

主催者／とりのなくぞう企画 担当：木谷
９２０‐０９２５ 石川県金沢市天神町２丁目１１‐１８
TEL０７６‐２６３‐５２５５ FAX０７６‐２６３‐５２８３
E-mail：nakuzou@gmail.com
HP：https : //nakuzou.wixsite.com/nakuzou

LINEのQRコード

問合せ＆申込先／主催者と同じ
先着順で受け付け、定員に達した場合はキャンセル待ち
になります。LINE@でも申し込み受け付けています
https : //lin.ee/gp46ZzK
募集／３月１日（月）～５月１０日（月）
申込／FAX・E-mail・LINE@

5
月
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白山まるごと体験教室 新緑の白山ろく
で散策とお花炭づくり

5月16日（日）
参加費 ２００円
対 象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定 員 ２０名

心と体で体験しよう

新緑で気持ちの良い岩屋俣谷園地自然観
察路を散策しながら炭がま跡を見学し、
身近な材料で花炭を作ります。

市ノ瀬ビジターセンター

市ノ瀬ビジターセンター
（白山市白峰ノ‐３５‐１）
受付 ８：３０
開始 ９：００
終了 １５：００

主催者／白山自然保護センター、環境省、協力：
白山自然ガイドボランティア友の会
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
約１か月前から電話で受付

募集／４月１６日（金）～定員になり次第締切
申込／電話

昆虫標本をつくろう（チョウ）
5月16日（日）
参加費 入館料のみ

※参加にあたっては当館で販売し
ている「かんたん標本セット」
（１，１００円）をご購入いただきます。

対 象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定 員 午前・午後、各５組

昆虫館で飼育展示している日本最大級の
チョウ、オオゴマダラを標本にする教室
です。標本にしたチョウはお持ち帰りで
きます。

石川県ふれあい昆虫館

石川県ふれあい昆虫館
（白山市八幡町戌３）
【午前の部】
開始１０：３０ 終了１１：３０
【午後の部】
開始１３：３０ 終了１４：３０

主催者／石川県ふれあい昆虫館 担当：石川
９２０‐２１１３ 石川県白山市八幡町戌３番地
TEL０７６‐２７２‐３４１７
HP：https : //www.furekon.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
４～６月に実施する３回分の標本教室を「４月４日」
９：００より電話受付を開始します。
募集／４月４日（日）～定員になり次第締切
申込／電話

能美の里山清掃ハイク 観音山

5月16日（日）
参加費 無料
対 象 ご興味のある方ならどなたでも
定 員 なし

里山の四季を体感しよう

遣水観音山（標高４０２m）。登山口には「平
成の名水百選」で知られている霊水堂が
あります。又、周遊できる登山コースは
変化があり楽しみがいっぱいです。新緑
の時季に鎌を片手に清掃しながらハイキ
ング気分で参加できます。

お弁当持参

能美市仏大寺町 遣水観
音山

仏大寺町集会所 むくろ
じ会館
受付 ８：４０
開始 ９：００
解散 １４：００頃

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
TEL０７６１‐５１‐２３０８ 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
約２ヶ月前から受付

申込／電話・FAX・E-mail・往復はがき

親子de凧づくり教室

5月22日（土）
参加費 一組３００円
対 象 小学生以上で親子
定 員 親子３０組

凧に自分が好きな絵を書いて、親子で協
力して凧作りをします。作ったら芝生広
場で凧を飛ばしてみよう！

雨天の場合は中止になります。

白山ろくテーマパーク河
合・下野園地

白山ろくテーマパーク河
合・下野園地
開始 １３：３０
解散 １６：００

主催者／㈱岸グリーンサービス
問合せ＆申込先／白山ろくテーマパーク公園セン
ター
石川県白山市河内町吉岡西８９
TEL０７６‐２７２‐３６３７ FAX０７６‐２７２‐３９３７
E-mail：info@hakusanpark.com
募集／３月１日（月）～５月２１日（金）
申込／電話・FAX・E-mail

鞍掛山親子ふれあい登山

5月22日（土）
雨天中止
参加費 無料
対 象 不問

低学年は保護者同伴のこと
定 員 ３０名

親子で鞍掛山の自然を楽しもう

親子で鞍掛山を楽しみます。一般参加も
可能です。

鞍掛山

鞍掛山第一駐車場
集合 ７：００
開始 ７：３０（休憩１時間）
終了 １１：３０

主催者／里山自然学校こまつ滝ヶ原 担当：山下
９２３‐０３３５ 石川県小松市滝ヶ原町ウ２０番地
TEL０７６１‐６５‐２４３６

問合せ＆申込先／０９０‐５６８０‐１５４８（山下）
FAX０７６１‐６５‐２４３６
E-mail：ma.kura０８３０@gmail.com
HP：http : //satoyama-komatsu.com/
募集／４月２２日（木）～５月１９日（水）
申込／電話・FAX・E-mail・ウェブ

カヌー体験教室

5月23日（日）
参加費 １人 １，０００円
対 象 小学生以上

未就学児 要相談
定 員 ３０名

水辺の自然をカヌーでまったり体験

カヌーの乗り方、漕ぎ方の指導
１人、約３、４０分程度

・団体受付については要相談とします。
・艇の数に限りがありますので、順次乗
艇となります。
・悪天候の場合中止となります。

かほく市 水辺公園

各受付時間 開始時間３０
分前より受付
開始 １部 ９：３０～

２部 １０：３０～
解散 自由解散
全終了予定 １２：００

主催者／カヌークラブ C'spread 担当：山﨑
TEL０９０‐４３２０‐４６６１
E-mail：c_spread_yama@yahoo.co.jp
HP：https : //cspread.web.fc２.com/home.html

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／４月２３日（金）～定員になり次第締切
申込／E-mail

ふれる・さぐる・つくる 子どもエコ
タイム

5月23日（日）
参加費 ３００円
対 象 小学生以上
定 員 １５名

おもしろ環境実験② 和紙を作ろう

紙は木材から作られ、リサイクルで再生
紙として蘇ります。和紙は、コウゾやミ
ツマタの木が原料です。和紙を作って、
昔からの紙づくりを体験します。

持ち物：筆記用具、手拭きタオル

夕日寺健民自然園

体験工房
集合 １３：００受付
開始 １３：１５
解散 １６：００

主催者／タイムマシンクラブ 担当：舘
E-mail：harucco@topaz.ocn.ne.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／４月２３日（金）～定員になり次第締切
申込／E-mail

わんぱく遊び塾『挑戦！火おこし!! 新緑編』
5月23日（日）
参加費 大人・小学生以上 １名２，０００円

未就学児（４歳以上）１名１，５００円
幼児（３歳以下） １名６００円
※３人目より１名５００円引き。

対 象 幼児・小学生親子
定 員 ２０名

目指せ！火おこしマスター！！

自分の力でおこした焚火で食事作りに挑
戦！海岸林の探索を行い、人と火と里山
の関係について知ろう。
午前：火おこし体験・食事作り
午後：海岸林の探検

新型コロナウイルス感染状況によっては時
短開催または中止する場合があります。

加賀市大聖寺瀬越町瀬越
キャンプ場と周辺の海岸
林

加賀市大聖寺瀬越町瀬越
キャンプ場
集合 ９：１５
開始 ９：３０
解散 １５：３０

主催者／かが緑の里自然教室 担当：増本
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/

問合せ＆申込先／TEL：０９０‐４３２２‐４７８３（増本）
E-mail：kaga-midorinosato@outlook.jp
申込みフォーム：https : //bit.ly/２CsK７wc
問合せフォーム：https : //bit.ly/２CtWgkx
募集開始日に定員を超えるお申し込みがあった場
合は、受け付け開始当日分の中から抽選といたし
ますので、あらかじめご了承下さい。
募集／４月５日（月）～定員になり次第締切
申込／電話・E-mail・ウェブ

春の野鳥観察会

5月23日（日）
参加費 無料
対 象 小学生以上

小中学生は保護者同伴
定 員 ２０名

この時期、多くの野鳥が訪れ、にぎやか
にさえずっています。専門家と共に野鳥
を観察し、身近な自然の豊かさを実感し
ます。少雨決行、荒天の場合室内でのワー
クショップになります。

山道も歩きますので、足元がしっかりとし
た靴をご準備ください。お持ちならば、野
鳥図鑑、双眼鏡もご持参ください（貸出有）

園内遊歩道

旧森林公園事務所
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
集合 ８：３０～９：００
開始 ９：００
解散 １１：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／４月２５日（日）～５月９日（日）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

夕日寺里山の自然と歴史散歩

5月23日（日）
参加費 無料
対 象 小学生以上の子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾④

ここ夕日寺は古くから人が住み、その地
名の由来は１，３００年の昔にさかのぼりま
す。自然園裏山の自然と山王往来中心に
残る地名発祥の遺跡を訪ねてみませんか。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １０：００
終了 １２：００

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／３月１日（月）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

5
月
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ソーラーカフェ「グリーンカーテンを育
ててプラスチックフリー」
5月29日（土）
参加費 ５００円
対 象 小学生以上

小学生低学年は保護者同伴
定 員 ２０人

大好き！ソーラークッキングと緑のカーテン

ソーラークッキングで季節のハーブティとおやつを楽しむ
ソーラーカフェ。初夏の回では、へちまの種まき。大きく育つと
グリーンカーテンになって省エネに役立ち、実はへちまスポン
ジになります。台所からプラスチックフリーを始めましょう。

持ち物：マイカップ、マイ皿、軍手、育苗ポットを持ち帰るマイ
バッグ。
食物アレルギーがある方はお知らせください。

夕日寺健民自然園 体験
工房

夕日寺健民自然園 体験
工房前
（金沢市夕日寺町ハ１１６）
集合 ９：２０
開催 ９：３０
解散 １１：３０

主催者／NPOエコラボ 担当：中村
TEL０７６‐２５３‐８１１２ 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
募集／４月１５日（木）～定員になり次第締切
申込／FAX・E-mail・ウェブ

エンジョイ家族「ボート」

5月29日（土）
参加費 一人１，５００円程度
対 象 小中学生を含む家族
定 員 ５０名

家族で一緒に手取湖へ漕ぎ出そう。
内容：手取湖でのボートクルーズ体験

白山ろく少年自然の家お
よび手取湖

白山ろく少年自然の家

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番地
TEL０７６‐２５６‐７１１４
HP：http : //www.hakusan６.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
約１か月前から受付（休館日は除く）
申込／電話

薬草観察会

5月30日（日）
参加費 無料
対 象 小学生以上

小中学生は保護者同伴
定 員 ２０名

森林公園内に生息する薬用植物の観察と
学習を行います。植物が持ついろいろな
薬効を知り、新たな側面を発見します。

山道も歩きますので、足元がしっかりと
した靴をご準備ください。少雨決行、荒
天中止です。

園内遊歩道

旧森林公園事務所
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
集合 ９：３０～１０：００
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／５月２日（日）～５月１６日（日）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

医王山の大池平自然観察会－初夏－

5月30日（日）
参加費 なし
対 象 小学生低学年は保護者同伴
定 員 なし

箱屋谷山経由でササユリなどを楽しむ

医王山ビジターセンター～箱屋谷山・地
蔵峠～大池平

新型コロナ感染防止のためマスク着用を
お願いします。

金沢市

集合 ９：００
金沢市奥新保
医王山ビジターセ
ンター

開始 ９：００
解散 １５：００

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／TEL０９０‐８２６２‐７０９９（奥名正啓）
申込／不要

大人のための植物学講座－外来植物を学
ぼう－

5月30日（日）
参加費 無料
対 象 高１～大人
定 員 １５名

外来植物についての解説講座と標本等の
実物資料による観察実習を行います。

・筆記用具

石川県立自然史資料館内

受付 １３：００～
開始 １３：３０
解散 １６：３０

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 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／４月３０日（金）～定員になり次第締切
申込／電話

森のコックさん「和菓子でみどりの風を感じよう！」
5月30日（日）
参加費 大人２，０００円 子ども（３歳～中学生）１，５００円（大人、子
ども共に和菓子４つ分の材料費、お抹茶、保険代）※親子２人ペアで計４
つ作る方は１組３，０００円（２人で４つ分の材料、２人分のお抹茶代、保険代）
対 象 大人、子ども、親子（小学４年生以下は保護者同伴）

大人のみのご参加も大歓迎
定 員 １５名程度 定員になり次第締切

風がかおる？初夏の里山はどんなにお
い？

里山で季節のお花やいきものの形の上生
菓子（練りきり）４種類を手作りしてみ
ませんか？午後は太陽の下、初夏の風を
感じながら、自分で作ったお菓子を野点
（のだて）のお抹茶といただきます。和
菓子指導：粟森梅月堂さん

夕日寺健民自然園 体験
工房

夕日寺健民自然園 体験
工房
受付 ９：３０～
集合 １０：００
解散 １４：３０

主催者／はぐくみ 担当：蔦原（つたはら）せんちゃん
E-mail：chihijin@yahoo.co.jp

問合せ＆申込先／ご参加の方全員のお名前（ふり
がな）、年齢、アレルギーの有無、代表者ご住所、
当日連絡可能な電話番号（携帯）、和菓子の数を
お知らせください。
返信で持ち物等の詳細をお知らせいたします。
募集／３月１日（月）～５月２７日（木）
申込／E-mail

スイカを育てるキャンプ（日帰り・テント付）

5月30日（日）雨天の場合でもプログラムを短縮
して実施、希望者には別日で対応
参加費 親子２，９００円１人２，５００円（各回収穫時に１組１ケ取得）

全３回通し親子１０，０００円１人９，０００円（スイカ３ケ）
対 象 ５歳以上 小学生低学年以下は保護者同伴
定 員 １０組 一人でも可

スイカを育ててみよう

第１回 ５月３日（月・祝）「苗植え」
第２回 ５月３０日（日）「つるだし」
第３回 ８月１日（日）「収穫」

藤木農園 オオヨシキリ
の畑
（内灘町湖西１６）

集合 ９：４５
開始 １０：００
解散 １７：００
希望者はテント泊可能

主催者／藤木農園 担当：藤木
TEL０９０‐９４４９‐４３２３
E-mail：fujiki４３２３@gmail.com
HP：https : //fujikinouen.jimdofree.com/

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／３月１日（月）～定員になり次第締切
申込／E-mail・ウェブ・はがき

春の１日体験（仮）

5月末に開催予定
参加費 １，０００円程度
対 象 未定
定 員 未定

こんなの初めて！をたくさんやってみよ
う！

レクリエーション・野外炊飯と「ココ」
でしかできないワクワク・ドキドキを体
験できます。

未定
受付 ９：００（場所未定）
開始 ９：３０
解散 １６：００

主催者／学生ノートック
E-mail：gakusei@no-tokku.org
HP：http : //www.no-tokku.org/

問合せ＆申込先／主催者と同じ
詳細が決まり次第、ホームページで発表致します
申込／E-mail

6月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地

集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

「やきはた体験」（ヒエナギ）

6月5日（土）
雨天の場合は翌日
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 １０名

白山ろくの出作り跡地（赤谷）山の斜面
を焼き（火入れ）、ヒエの種をまくまで
の行程を、経験者の指導を受けながら行
います。

１ヶ月前から電話などで受付
長袖・作業のできる服装
昼食・飲み物は各自で持参

白山市桑島

白山ろく民俗資料館
集合 ８：３０
解散 １５：００

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
TEL０７６‐２５９‐２６６５ 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／５月５日（水・祝）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

5
月

6
月
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6
月

プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地
集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

盛夏、紺碧の舳倉島を巡る自然観察会

6月5日（土）
参加費 なし（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

舳倉島ならではの植物や海岸風景を楽し
む

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）

新型コロナ感染防止のためマスク着用を
お願いします。

輪島市

集合 ８：００
輪島港「へぐら航
路」待合室（８時ま
でに集合）

開始 ８：００
解散 １６：３０

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／TEL０９０‐４６８２‐８８７２（高次政信）
申込／不要

白山外来植物除去ボランティア研修講座①

6月5日（土）
参加費 無料
対 象 高校生以上
定 員 ５０名

高山植物を守ろう

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。

白山市松任文化会館４０１研
修室

受付 １３：００
開始 １３：３０
解散 １５：３０

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、共催：白山市
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
電話、Fax、E-mailで受付
募集／５月６日（木）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

親子DEキャンプ

6月5日（土）～6月6日（日）
1泊2日
参加費 こども３，７００円程度

大人４，２００円程度
対 象 小中学生とその家族
定 員 ２０組６０名程度

親子が協力してテント泊にチャレンジ！

野外炊飯、テント泊、ウォークラリーで
の探索を行い、家族の親睦を深めるとと
もに交流も深めます。

石川県立白山青年の家

石川県立白山青年の家
（白山市八幡町戌１４２番地）
集合 １０：００
開始 １０：３０
解散 １５：００

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
TEL０７６‐２７２‐３６９５ FAX０７６‐２７２‐３６９４
E-mail：info@hakusanseinen.jp
HP：http : //www.hakusanseinen.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／４月９日（金）～定員になり次第締切
申込／電話

親子夏物語

6月5日（土）～6月6日（日）
1泊2日
参加費 １人４，６００円
対 象 小・中学生を含む家族・グループ
定 員 ８０名

この体験が親子の物語に！

地引き網体験、魚さばき体験、親子クッ
キングなど

石川県立鹿島少年自然の
家とその周辺、及び大島
海岸

石川県立鹿島少年自然の家

主催者／石川県立鹿島少年自然の家
９２９‐１６３５ 石川県鹿島郡中能登町高畠原山分ハ１
TEL０７６７‐７７‐２２００

問合せ＆申込先／主催者と同じ
約１ケ月前から電話で受け付け

募集／５月５日（水・祝）～５月２６日（水）
申込／電話

缶工作で美味しいポップコーンを作ろう！

6月6日（日）
参加費 一人４００円
対 象 小学生以上で親子
定 員 ３０名

オリジナル焼き缶をつくり、ポップコー
ン作りに挑戦してみよう！頑張って出来
立てのポップコーンを食べよう！

雨が降りそうな時には雨具を持参してく
ださい。

北部公園

北部公園 桜の宴
開始 ９：３０
解散 １２：００

主催者／㈱岸グリーンサービス
問合せ＆申込先／北部公園
石川県金沢市忠縄町リ
TEL０７６‐２５７‐２０７３ FAX０７６‐２５７‐２０７５
E-mail：hokubu@kishigreen.co.jp
募集／４月１日（木）～６月５日（土）
申込／電話・FAX・E-mail

ワンデイサバイバル（春）

6月6日（日）
参加費 大人：３，０００円

子供：１，５００円
対 象 大人、子供

（４年生以下は保護者同伴）
定 員 ２５名

カマドで食事を作り災害に備えよう

災害を想定し、電気、ガス、水道なしで、
マキを集め、カマドを作り、ご飯を炊き、
山菜入りの豚汁を作る。竹の茶碗など自
然を活用し、たくましく生きる経験をす
る。

雨天中止

白山市綿が滝付近

集合 ９：００
解散 １７：００

主催者／エコライフ白山・白山手取川自然塾
（TEAMはくさん２１グループ）

問合せ＆申込先／TEL０９０‐１６３９‐８１１７（西山 衛）
E-mail：arahiro@lilac.ocn.ne.jp（荒川 宏）
募集／５月１日（土）～５月３１日（月）
申込／電話・E-mail

県民白山講座 白山登山と高山植物の集い

6月6日（日）
参加費 無料
対 象 高校生以上
定 員 １５０名

白山を知ろう・申込不要

白山の夏山シーズンを前に、登山のため
の装備、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。

白山市松任文化会館大
ホール

白山市松任文化会館大
ホール
（白山市古城町２）
受付 １３：００
開始 １３：３０
解散 １６：００

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
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／不要

医王山ガイドトレック

6月6日（日）
参加費 １人６，５００円（税・保険料・茶菓

サービス込）
対 象 登山経験のある大人
定 員 ６名

たんけん大好き大人向け（全４回シリーズ）

＜山滴（したた）る編＞
■概要：秘境・三色泉から豊吉川に入渓し、三
蛇ヶ滝、白姫滝を経てナカオ谷出合まで沢を遡
ります。野趣あふれる渓谷で水と戯れ、山菜採
りも体験できるでしょう。
★コース：しがらくびP⇒大池平・三色泉⇒三
蛇ヶ滝⇒ナカオ谷出合⇒ナカオ新道⇒白兀山⇒P
★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。

医王山

医王の里
集合 ７：００
解散 １５：００（予定）

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／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／４月１日（木）～定員になり次第締切
申込／E-mail・ウェブ

白山麓の歴史散歩「加賀禅定道の拠点
ー中宮・尾添ー」

6月12日（土）雨天の場合中止
参加費 １人３００円
対 象 一般
定 員 １０名

中宮と尾添集落周辺の白山信仰の遺跡を
訪ねます。

１ヶ月前から電話などで受付
山歩きのできる服装
昼食・飲み物等は各自持参

白山市中宮・尾添

白山市 道の駅瀬女駐車場
集合 ８：３０
解散 １２：３０

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
TEL０７６‐２５９‐２６６５ 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／５月１２日（水）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

初夏を味わう「笹寿し」☆
いしかわのおもてなしを学ぶ
6月12日（土）
参加費 ひとり１，０００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 各回１０名

初夏の自然の恵みをいただきます

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。

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５００
ccでも結構です。

夕日寺健民自然園 体験工房
金沢市夕日寺町ハ１１６

夕日寺健民自然園 体験工房
（金沢市夕日寺町ハ１１６）
【前半の部】 集合９：２０
開始９：３０ 解散１０：３０
【後半の部】 集合１０：５０
開始１１：００ 解散１２：００

主催者／NPOエコラボ 担当：中村
TEL０７６‐２５３‐８１１２ 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
募集／５月１日（土）～定員になり次第締切
申込／電話・E-mail・ウェブ



※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。
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プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地
集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

ヤドカリ学級 カニをつかまえよう
開催期間中の土日祝日の午前・午後開催
6月12日（土）、13日（日）、26日（土）、
27日（日）
参加費 無料（高校生以上は入館料２１０円が必要）
対 象 年齢制限はありませんが、５才以下のお

子様の参加はお勧めできません。
定 員 家族単位及び５名程度のグループ１組 １日２組

能登の里山里海 たいけん はっけん

磯にはたくさんのカニが住んでいます。
つかまえて種類を調べてみよう。

のと海洋ふれあいセンター

のと海洋ふれあいセンター
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
開始 １０：３０ １３：３０
終了 １２：００ １５：００

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／５月１日（土）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

七ツ滝自然観察会

6月12日（土）
参加費 なし
対 象 小学生低学年は保護者同伴
定 員 なし

初夏の植物と昆虫を観察しよう

七ツ滝～灯台笹（とだしの）湿地

新型コロナ感染防止のためマスク着用を
お願いします。

能美市長滝町

集合 ９：００
七ツ滝駐車場

開始 ９：００
解散 １５：００

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／TEL０９０‐２３７０‐７０８３（宮下由美子）
申込／不要

チリモン・プチモンを探せ

6月12日（土）
参加費 無料
対 象 小１～中３

（小学校低学年は保護者同伴必須）
定 員 ８名

チリメンジャコに混ざっている種々の生
物を探しだし、仲間分けを行います。

石川県立自然史資料館内

受付 ９：３０～
開始 １０：００
解散 １１：３０

主催者／石川県立自然史資料館 担当：平野
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／５月１２日（水）～定員になり次第締切
申込／電話

白山に恩返し！白山登山道整備を学ぼう！
～2回目～
6月12日（土）
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

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。２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！

白山市白峰地内 チブリ
尾根登山道

市ノ瀬ビジターセンター
集合 ７：００
解散 １６：００

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／４月１日（木）～６月５日（土）
申込／電話・E-mail

親子地引き網物語 Part１

6月12日（土）
参加費 １人２，１００円
対 象 小・中学生を含む家族・グループ
定 員 ６０名

親子で挑戦！地引き網＆魚さばき！

大島海岸（羽咋市）で地引き網。親子で
魚さばきに挑戦。

石川県立鹿島少年自然の
家、大島海岸

大島海岸集合
鹿島少年自然の家解散

主催者／石川県立鹿島少年自然の家
９２９‐１６３５ 石川県鹿島郡中能登町高畠原山分ハ１
TEL０７６７‐７７‐２２００

問合せ＆申込先／主催者と同じ
約１ケ月前から電話で受け付け

募集／５月１２日（水）～６月３日（木）
申込／電話

カヌー体験教室

6月13日（日）
参加費 １人 １，０００円
対 象 小学生以上

未就学児 要相談
定 員 ３０名

水辺の自然をカヌーでまったり体験

カヌーの乗り方、漕ぎ方の指導
１人、約３、４０分程度

・団体受付については要相談とします。
・艇の数に限りがありますので、順次乗
艇となります。
・悪天候の場合中止となります。

かほく市 水辺公園

各受付時間 開始時間３０
分前より受付
開始 １部 ９：３０～

２部 １０：３０～
解散 自由解散
全終了予定 １２：００

主催者／カヌークラブ C'spread 担当：山﨑
TEL０９０‐４３２０‐４６６１
E-mail：c_spread_yama@yahoo.co.jp
HP：https : //cspread.web.fc2.com/home.html

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／５月１３日（木）～定員になり次第締切
申込／E-mail

わんぱく遊び塾『ドキドキ!!ほらあな探検隊』
6月13日（日）
参加費 大人・小学生以上 １名１，５００円

未就学児（４歳以上）１名１，０００円
幼児（３歳以下） １名６００円
※３人目より１名５００円引き。

対 象 幼児・小学生親子
定 員 ２５名

探検！発見！古代のふしぎ！！

未知との遭遇？お宝伝説の眠るこの山に、
不思議なほらあなを発見！新緑鮮やかな森
を探検して、ほらあなの謎を解いてみよう。
何が出てくるかな？午前：ほらあなの探検
・自然遊び午後：ほらあなの謎解き

お弁当をご用意ください。
新型コロナウイルス感染状況によっては時
短開催または中止する場合があります。

加賀市勅使町法皇山横穴群

加賀市勅使町法皇山横穴
群駐車場
集合 ９：１５
開始 ９：３０
解散 １５：３０

主催者／かが緑の里自然教室 担当：増本
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/

問合せ＆申込先／TEL０９０‐４３２２‐４７８３（増本）
E-mail：kaga-midorinosato@outlook.jp
申込みフォーム：https : //bit.ly/２CsK７wc
問合せフォーム：https : //bit.ly/２CtWgkx
募集開始日に定員を超えるお申し込みがあった
場合は、受け付け開始当日分の中から抽選とい
たしますので、あらかじめご了承下さい。
募集／４月５日（月）～定員になり次第締切
申込／電話・E-mail・ウェブ

キャンプ体験！親子De手作りコンロ！
目玉焼きに挑戦
6月13日（日）
参加費 参加者一人５００円 キャンセル料なし
対 象 小学生１年～６年生

（低学年は保護者同伴）
定 員 ５０名

空き缶をうまくコンロにできるか挑戦

用意した材料を使い親子で楽しく作る

奥卯辰山健民公園
（金沢市若松町エ‐８５）
集合 ９：００
開始 ９：３０
解散 １２：００

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／５月１日（土）～６月１１日（金）
申込／電話・FAX・E-mail

親子地引き網物語 Part2

6月13日（日）
参加費 １人２，１００円
対 象 小・中学生を含む家族・グループ
定 員 ６０名

親子で挑戦！地引き網＆魚さばき！

大島海岸（羽咋市）で地引き網。親子で
魚さばきに挑戦。

石川県立鹿島少年自然の
家、大島海岸

大島海岸集合
鹿島少年自然の家解散

主催者／石川県立鹿島少年自然の家
９２９‐１６３５ 石川県鹿島郡中能登町高畠原山分ハ１
TEL０７６７‐７７‐２２００

問合せ＆申込先／主催者と同じ
約１ケ月前から電話で受け付け

募集／５月１２日（水）～６月３日（木）
申込／電話

昆虫標本をつくろう（チョウ）
6月13日（日）
参加費 入館料のみ

※参加にあたっては当館で販売し
ている「かんたん標本セット」
（１，１００円）をご購入いただきます。

対 象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定 員 午前・午後、各５組

昆虫館で飼育展示している日本最大級の
チョウ、オオゴマダラを標本にする教室
です。標本にしたチョウはお持ち帰りで
きます。

石川県ふれあい昆虫館

石川県ふれあい昆虫館
（白山市八幡町戌３）
【午前の部】
開始１０：３０ 終了１１：３０
【午後の部】
開始１３：３０ 終了１４：３０

主催者／石川県ふれあい昆虫館 担当：石川
９２０‐２１１３ 石川県白山市八幡町戌３番地
TEL０７６‐２７２‐３４１７
HP：https : //www.furekon.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
４～６月に実施する３回分の標本教室を「４月４日」
９：００より電話受付を開始します。
募集／４月４日（日）～定員になり次第締切
申込／電話

6
月
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ホタル観察会

6月19日（土）
参加費 無料
対 象 小学生以上

小中学生は保護者同伴
定 員 ２０名

園内の小川周辺を飛ぶホタルを観察し、
生き物の美しさ、不思議さを体験します。

会場に灯りはありませんので、懐中電灯
をご持参ください。思いのほか涼しくな
ることがあります。上着をご用意くださ
い。

水生昆虫園

水生昆虫園
（河北郡津幡町加茂）
集合 １９：３０～２０：００
開始 ２０：００
解散 ２１：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／５月２２日（土）～６月５日（土）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

白山に恩返し！白山登山道整備を学ぼう！
～3回目～
6月19日（土）
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

白山に侵入した外来植物対策を体験しよう！

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。３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！

白山市白峰地内 チブリ
尾根登山道

市ノ瀬ビジターセンター
集合 ８：００
解散 １５：００

（登山口の作業は午
前のみの参加も可
能です）

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／４月１日（木）～６月１２日（土）
申込／電話・E-mail

トンボの楽園環境整備ボランティア体
験活動
6月19日（土）
参加費 無料

※昼食付き ８００円
対 象 不問
定 員 なし

生き物と共存できる環境を創ろう

滝ヶ原の「トンボの楽園」を整備します。
希少生物を保全・生物多様性を維持して
いくため、皆様のご協力をお待ちしてお
ります。皆様の積極的ご参加をお待ちし
ております！

鍬・スコップをご持参いただけると幸いです。

鞍掛山第二駐車場

鞍掛山第二駐車場
（小松市滝ヶ原町）
集合・開始 ９：００
解散 １１：００

主催者／里山自然学校こまつ滝ヶ原 担当：山下
９２３‐０３３５ 石川県小松市滝ヶ原町ウ２０番地
TEL０７６１‐６５‐２４３６

問合せ＆申込先／TEL０９０‐５６８０‐１５４８（山下）
FAX０７６１‐６５‐２４３６
E-mail：ma.kura０８３０@gmail.com
HP：http : //satoyama-komatsu.com/
募集／５月１９日（水）～６月１６日（水）
申込／電話・FAX・E-mail・ウェブ

能美の里山ガイドハイク 高野山・揚
原山・蟹淵
6月19日（土）
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

里山の四季を体感しよう

高野山（標高３７３m）から揚原山（標高
４８７m）の里山パノラマコースをゆった
りと歩き、能美の里山の絶景「蟹淵」を
訪ねます。蟹淵ではモリアオガエルの卵
塊と県内ではここだけしか棲んでいない
ルリイトトンボが観察できます。

お弁当持参

能美市鍋谷町 高野山、揚
原山、蟹淵

こくぞう里山公園交流館
受付 ８：４０
開始 ９：００
解散 １５：００頃

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
TEL０７６１‐５１‐２３０８ 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
約２ヶ月前から受付

申込／電話・FAX・E-mail・往復はがき

精油で作ってみよう！

6月19日（土）
参加費 １，５００円
対 象 どなたでも
定 員 １０名（１０組のご家族）

蚊よけスプレー作り

蚊が嫌がる香りの精油を使って、虫除け
スプレーを作ります。アルコール不使用
です。公園やキャンプなどに持って行っ
てさわやかな香りで防虫してみよう！

長土塀青少年交流セン
ター

開始 １０：００
解散 １１：００

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／５月１日（土）～定員になり次第締切
申込／E-mail

ソーラークッキング

6月20日（日）
参加費 １人 １，０００円
対 象 小学生・中学生
定 員 １０人程度

おひさまのすごい力を使ってみよう

太陽のエネルギーを使って、調理体験を
してみます。

竹の浦館

受付 ９：３０
開始 １０：００
解散 １４：００

主催者／かが里山里海しぜん楽校 担当：増田
９２２‐０６７１ 石川県加賀市大聖寺瀬越町イ１９‐１
TEL０７６１‐７３‐８８１２ FAX０７６１‐７３‐８８１３
E-mail：sizentaiken７２１@gmail.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／４月１日（木）～６月１０日（木）
申込／電話・FAX・E-mail・はがき

鞍掛山環境整備ボランティア体験活動

6月20日（日）
参加費 無料
対 象 高校生以上
定 員 なし

安全・安心な登山を目指しましょう！

鞍掛山登山道の整備、白山眺望憩いの広
場の整備活動をします。

鞍掛山第一駐車場

鞍掛山第一駐車場
集合・開始 ９：００
解散 １３：００

主催者／里山自然学校こまつ滝ヶ原 担当：山下
９２３‐０３３５ 石川県小松市滝ヶ原町ウ２０番地
TEL０７６１‐６５‐２４３６

問合せ＆申込先／TEL０９０‐５６８０‐１５４８（山下）
FAX０７６１‐６５‐２４３６
E-mail：ma.kura０８３０@gmail.com
HP：http : //satoyama-komatsu.com/
募集／５月２０日（木）～６月１９日（土）
申込／電話・FAX・E-mail・ウェブ

ミニ苔庭づくりを楽しむ
6月20日（日）
参加費 有料

料金は電話・HP等で確認して
ください。

対 象 子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾⑤

今、身近に「優しい緑」を置いて癒しの
ひと時を過ごそうという若い女性に人気
の「苔」を使って、あなただけの「苔の
ミニ庭園」を作ってみませんか。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １０：００
終了 １２：００

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／４月１日（木）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

イングリッシュキャンプ①
6月26日（土）～6月27日（日）
1泊2日
参加費 ３，０００円程度
対 象 小学生３・４年生または５・６年生

※詳細はHP、チラシで確認し
て下さい

定 員 ５０名

仲間との英語を用いた体験活動を通し
て、外国の文化に触れたり、基本的な表
現に慣れ親しんだりします。

国立能登青少年交流の家

国立能登青少年交流の家

主催者／国立能登青少年交流の家
９２５‐８５３０ 石川県羽咋市柴垣町１４‐５‐６
TEL０７６７‐２２‐３１２１ FAX０７６７‐２２‐３１２５
E-mail：noto@niye.go.jp
HP：https : //noto.niye.go.jp/

問合せ＆申込先／主催者と同じ
詳細はHP、チラシで確認して下さい
申込／電話・ウェブ

親子七夕づくり

6月27日（日）
参加費 １組３００円
対 象 ５歳以上の親子
定 員 １０組

七夕飾りのいわれと作り方を教わり、親
子で協力して七夕飾りをを作ります。

園内で間伐した竹をお持ち帰りいただけ
ます。

森林公園インフォメー
ションセンター

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）
集合 ９：３０～１０：００
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／５月３０日（日）～６月１３日（日）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

6
月
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白山外来植物除去作業 オオバコ等除去
in市ノ瀬
6月27日（日）
参加費 無料
対 象 小学生以上

（小学生は保護者同伴）
定 員 １００名

高山植物を守ろう

白山登山の玄関口、市ノ瀬駐車場に生え
るオオバコの除去作業です。採ったオオ
バコはお茶にして楽しみます。

市ノ瀬ビジターセンター

市ノ瀬ビジターセンター
（白山市白峰ノ‐３５‐１）
受付 １２：３０
開始 １３：００
解散 １６：００

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、共催：白山市
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
電話、Fax、E-mailで受付
募集／５月６日（木）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

7月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地

集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

スナガニ＆渚の生き物さがし

7月3日（土）
参加費 無料
対 象 小４～中３（保護者同伴必須）
定 員 １０名

波打ち際の動物や砂にかくれている動物
を探して、観察します。

・雨天中止
・濡れても構わない服装

白尾海岸（予定）

受付 ９：３０～
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県立自然史資料館 担当：石丸
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／６月３日（木）～定員になり次第締切
申込／電話

白山に恩返し！白山登山道整備を学ぼう！
～4回目～
7月3日（土）
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

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。４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。

白山市白峰地内 チブリ
尾根登山道

市ノ瀬ビジターセンター
集合 ７：００
解散 １６：００

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／４月１日（木）～６月２６日（土）
申込／電話・E-mail

自然体験指導者養成講習会「沢登り教室」

7月3日（土）
参加費 一人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

白山ろくの渓流での沢登り教室 白山ろく少年自然の家お
よび白山ろくの渓流

白山ろく少年自然の家

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番地
TEL０７６‐２５６‐７１１４
HP：http : //www.hakusan６.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
約１か月前から受付（休館日は除く）
申込／電話

白山外来植物除去ボランティア研修講座②

7月4日（日）
参加費 無料
対 象 高校生以上
定 員 ４０名

高山植物を守ろう

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。

白山国立公園センター

白山国立公園センター
（白山市白峰ツ５７乙）
受付 １３：００
開始 １３：３０
解散 １５：３０

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、共催：白山市
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
電話、Fax、E-mailで受付
募集／５月６日（木）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

自然体験指導者養成講習会「イワナつかみ」

7月4日（日）
参加費 一人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

イワナつかみ体験 白山ろく少年自然の家お
よび白山ろくの渓流

白山ろく少年自然の家

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番地
TEL０７６‐２５６‐７１１４
HP：http : //www.hakusan６.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
約１か月前から受付（休館日は除く）
申込／電話

ライトトラップで昆虫を採集しよう

7月10日（土）
参加費 無料
対 象 小３～中３（小学生は保護者同伴必須）
定 員 １２名

水銀灯と白布を使ってライトトラップを
しかけ、集まる昆虫を採集します。

・雨天中止
・懐中電灯と虫かご
・野外活動に適した服装と履物

金沢市内

受付 １９：００～
開始 １９：３０
解散 ２１：００

主催者／石川県立自然史資料館 担当：嶋田
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／６月１０日（木）～定員になり次第締切
申込／電話

夏の里山探鳥会～夏鳥のシンフォニー

7月10日（土）
参加費 無料
対 象 小学生以上の子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾⑥

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。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 ９：００
終了 １１：００

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／５月１日（土）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

わくわく親子あそび塾
『自然素材で染めあそび』

7月10日（土）
参加費 大人１，０００円 子ども５００円
対 象 ５歳以上の親子・大人
定 員 ２０名

木の実や野菜を使ってあなた色に染めて
みませんか

バンダナや巾着袋など染めたいものを選
んだら、ビー玉などを使って模様をつけ
ます。クワの実や玉ねぎの皮で染めてみ
ましょう。

小物であれば家族で1つ持参可能

白山市寄新保町６６６‐２
チャレンジ村

白山市チャレンジ村
集合 １３：１５
開始 １３：３０
解散 １６：００

主催者／自然のまなびや本舗 担当：熊岡
FAX０７６１‐７３‐８７３８
E-mail : yoko.１１１７.kuma@gmail.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／６月１日（火）～定員になり次第締切
申込／FAX・E-mail

6
月
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プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地
集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

ファミリーキャンプ①

7月10日（土）～7月11日（日）
1泊2日
参加費 ３，０００円程度
対 象 ファミリー
定 員 ５０～６０名

家族で自然体験をすることをとおして、
家族間のコミュニケーションを図りま
す。野外炊飯や野外活動を通して、体験
活動の必要性や重要性を感じ取る機会と
します。

国立能登青少年交流の家

国立能登青少年交流の家

主催者／国立能登青少年交流の家
９２５‐８５３０ 石川県羽咋市柴垣町１４‐５‐６
TEL０７６７‐２２‐３１２１ FAX０７６７‐２２‐３１２５
E-mail：noto@niye.go.jp
HP：https : //noto.niye.go.jp/

問合せ＆申込先／主催者と同じ
申込／電話・ウェブ

ふれる・さぐる・つくる 子どもエコ
タイム

7月11日（日）
参加費 ３００円
対 象 小学生以上
定 員 １５名

おもしろ環境実験③ こんにゃくの秘密

おでんのこんにゃくやおやつのこんにゃ
くゼリーの原料は、サトイモの仲間の「こ
んにゃくいも」です。一体、どのように
こんにゃくに変身するのかな？どんな栄
養があるのかな？秘密をさぐってみま
しょう。

持ち物：筆記用具、手拭きタオル、エプ
ロン、水筒

金沢市長土塀青少年交流
センター

調理実習室
集合 １３：００（受付開始）
開始 １３：１５
解散 １５：００

主催者／タイムマシンクラブ 担当：舘
E-mail：harucco@topaz.ocn.ne.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／６月１１日（金）～定員になり次第締切
申込／E-mail

白山まるごと体験教室 蛇谷峡谷＆蛇谷
風景林で見る・遊ぶ・学ぶ
7月11日（日）
参加費 ２００円
対 象 小学生以上

（小学生は保護者同伴）
定 員 ２０名

心と体で体験しよう

白山ろくの渓流で、川の生き物や大地の
造形などについて観察しながら学びま
す。

中宮展示館

中宮展示館
（白山市中宮オ９）
受付 ８：３０
開始 ９：００
終了 １５：００

主催者／白山自然保護センター、石川森林管理署
協力：白山自然ガイドボランティア友の会
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
約１か月前から電話で受付

募集／６月１１日（金）～定員になり次第締切
申込／電話

能美の里山自然学校

7月17日（土）
参加費 ３，０００円
対 象 小学生
定 員 ２０名

里山の生き物さがし

川や森にはどんな生き物がいるか探して
みよう。水遊びもできるといいね。

能美市和気町、舘町
（舘谷川）

こくぞう里山公園交流館
受付 ８：４０
開始 ９：００
解散 １６：００

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
TEL０７６１‐５１‐２３０８ 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
４月より募集（１１月、２月も申込み可能）
申込／電話・FAX・E-mail

カヌー体験教室

7月18日（日）
参加費 １人 １，０００円
対 象 小学生以上

未就学児 要相談
定 員 ３０名

水辺の自然をカヌーでまったり体験

カヌーの乗り方、漕ぎ方の指導
１人、約３、４０分程度

・団体受付については要相談とします。
・艇の数に限りがありますので、順次乗
艇となります。
・悪天候の場合中止となります。

かほく市 水辺公園

各受付時間 開始時間３０
分前より受付
開始 １部 ９：３０～

２部 １０：３０～
解散 自由解散
全終了予定 １２：００

主催者／カヌークラブ C'spread 担当：山﨑
TEL０９０‐４３２０‐４６６１
E-mail：c_spread_yama@yahoo.co.jp
HP：https : //cspread.web.fc２.com/home.html

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／６月１８日（金）～定員になり次第締切
申込／E-mail

サバイバル道場！缶で炊くご飯に挑戦！

7月18日（日）
参加費 一人４００円
対 象 親子小学生（保護者同伴）
定 員 ３０名

サバイバル缶をつくりご飯炊きに挑戦し
てみよう！完成したご飯でほかほかのお
にぎりをつくって楽しもう！！

雨が降りそうな時には雨具を持参してく
ださい。

白山ろくテーマパーク吉
岡園地

白山ろくテーマパーク吉
岡園地
開始 ９：３０
解散 １２：００

主催者／㈱岸グリーンサービス
問合せ＆申込先／白山ろくテーマパーク公園セン
ター
石川県白山市河内町吉岡西８９
TEL０７６‐２７２‐３６３７ FAX０７６‐２７２‐３９３７
E-mail：info@hakusanpark.com
募集／５月１日（土）～７月１７日（土）
申込／電話・FAX・E-mail

初夏のきのこ観察会

7月18日（日）
参加費 無料
対 象 小学生以上

小中学生は保護者同伴
定 員 ２０名

専門家指導のもと、森林公園内に発生す
る菌類の観察、採集から種の判定とその
方法を学びます。

山道も歩きますので、足元がしっかりと
した靴をご準備ください。お持ちならば
きのこ図鑑、収穫かごをご持参ください。
少雨決行、荒天中止です。

旧森林公園事務所

旧森林公園事務所
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
集合 ９：００～９：３０
開始 ９：３０
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／６月２０日（日）～７月４日（日）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

冒険キャンプin瀬波
7月22日（木・祝）～7月23日（金・祝）1泊2日
参加費 １４，０００円（必要装備レンタル代、食事代３

食分含む）キャンセル料は１週間前まで無
料。３日前までは２０％、２日前までは３０％、１
日前は５０％のキャンセル料を頂きます。

対 象 小学校４年生以上
定 員 ８名

川の中を進み、山を登り、テントで泊まる

瀬波川キャンプ場をベースに１日目は瀬
波川で沢登り、２日目はオンソリ山に登
山。宿泊は瀬波川キャンプ場でテント泊。
食事も自分たちで作る。夜は焚き火を囲
んでふりかえり、星の観察。

初日の昼食まではご準備願います。

瀬波川キャンプ場

道の駅 しらやまさん

主催者／アドベンチャードアーズ
担当：代表 古源

９２１‐８８３６ 石川県野々市市末松１‐５６
TEL０９０‐１３９４‐１００２
E-mail：info@adventure-doors.com
HP：https : //adventure-doors.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／４月１日（木）～７月２０日（火）
申込／電話・E-mail・ウェブ

スノーケリング指導者研修会

7月24日（土）・8月29日（日）
参加費 参加費２，０００円（別途入館料２１０

円が必要）
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 男女５名ずつ１０名程度

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。

のと海洋ふれあいセンター

のと海洋ふれあいセンター
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
開始 １０：００
終了 １６：００

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／６月１日（火）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

眼のつくりとはたらきを調べよう

7月24日（土）
参加費 無料
対 象 小４～高３
定 員 ８名

実際にブタ・ウシの眼球を解剖して構造
を観察して比較します。

石川県立自然史資料館内

受付 ９：３０～
開始 １０：００
解散 １１：３０

主催者／石川県立自然史資料館 担当：平野
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／６月２４日（木）～定員になり次第締切
申込／電話

7
月
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わんぱく遊び塾『田舎の川遊び！』
7月24日（土）・7月25日（日）
参加費 大人・小学生以上１名２，０００円

※３人目より１名５００円引き。
対 象 小学生親子

※未就学児の兄弟参加はご相談
ください。

定 員 各２０名

清流で川遊び！！

日本の原風景が残る山里で川遊びを思
いっきり楽しもう！

新型コロナウイルス感染状況によっては
中止する場合があります。

加賀市東谷地区の動橋川
加賀市東谷地区（詳細未定）
①７月２４日（土） 午前の部
９：３０～１２：００
②７月２４日（土） 午後の部
１３：３０～１６：００
③７月２５日（日） 午前の部
９：３０～１２：００
④７月２５日（日） 午後の部
１３：３０～１６：００
※集合 各１５分前

主催者／かが緑の里自然教室 担当：増本
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/

問合せ＆申込先／TEL：０９０‐４３２２‐４７８３（増本）
E-mail：kaga-midorinosato@outlook.jp
申込みフォーム：https : //bit.ly/２CsK７wc
問合せフォーム：https : //bit.ly/２CtWgkx
募集開始日に定員を超えるお申し込みがあった
場合は、受け付け開始当日分の中から抽選とい
たしますので、あらかじめご了承下さい。
募集／４月５日（月）～定員になり次第締切
申込／電話・E-mail・ウェブ

チャレンジ！ヨットセーリング

7月24日（土）～7月25日（日）
1泊2日
参加費 ３，０００円程度
対 象 小学３～６年
定 員 ３０名

毎年大人気のマリンスポーツイベント。
能登の海に親しみながら、地元の高校
ヨット部員からヨットの基礎知識や技能
を学びます。海でのヨット操舵体験もあ
ります。

国立能登青少年交流の家

国立能登青少年交流の家

主催者／羽咋市セーリング協会・国立能登青少年
交流の家
９２５‐８５３０ 石川県羽咋市柴垣町１４‐５‐６
TEL０７６７‐２２‐３１２１ FAX０７６７‐２２‐３１２５
E-mail：noto@niye.go.jp
HP：https : //noto.niye.go.jp/

問合せ＆申込先／主催者と同じ
ホームページやチラシで確認してください
申込／電話・ウェブ

押し花教室

7月25日（日）
参加費 １名３００円
対 象 ５歳以上

（中学生以下は保護者同伴）
定 員 ２０名

森林公園内で採取される草花でできた押
し花を使い、オリジナルアート作品を仕
上げます。

作業しやすい服装でお越しください。

森林公園インフォメー
ションセンター

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）
集合 ９：３０～１０：００
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／６月２７日（日）～７月１１日（日）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

夏をあそぶ・親子であそぶ
7月25日（日）
参加費 有料

料金は電話・HP等で確認して
ください。

対 象 年中児～小学２年生の親子
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾⑦

夏の森は、生きものたちでいっぱいです。
夏の森を探検したあとは、木かげでのん
びりと涼んですごしましょう。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １０：００
終了 １２：００

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／５月１日（土）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

わんぱく遊び塾『いかだを作って川遊び！』
7月31日（土）
参加費 大人 １名２，０００円

小学生 １名２，５００円
※３人目より１名５００円引き。

対 象 小学生親子
※未就学児の兄弟参加はご相談ください。

定 員 ２０名

本気の川遊び！！

動橋川上流域でオリジナルいかだ作りに
挑戦！飛び込みや川原遊びもして清流を
満喫しよう。
午前：川の特性や身の守り方体験・みん

なでいかだ作り
午後：いかだ遊び・川遊び

新型コロナウイルス感染状況によっては時
短開催または中止する場合があります。

加賀市東谷地区の動橋川

加賀市東谷地区（詳細未定）
集合 ９：１５
開始 ９：３０
解散 １５：３０

主催者／かが緑の里自然教室 担当：増本
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/

問合せ＆申込先／TEL０９０‐４３２２‐４７８３（増本）
E-mail：kaga-midorinosato@outlook.jp
申込みフォーム：https : //bit.ly/２CsK７wc
問合せフォーム：https : //bit.ly/２CtWgkx
募集開始日に定員を超えるお申し込みがあった
場合は、受け付け開始当日分の中から抽選とい
たしますので、あらかじめご了承下さい。
募集／４月５日（月）～定員になり次第締切
申込／電話・E-mail・ウェブ

シロアリを自在に操る方法!?
－道しるべフェロモンの実験－

7月31日（土）
参加費 無料
対 象 小３～大人
定 員 １２名

シロアリを実際に観察し、紙とペンを
使って道しるべフェロモンの実験を行い
ます。

石川県立自然史資料館内

受付 １３：００～
開始 １３：３０
解散 １５：００

主催者／石川県立自然史資料館 担当：嶋田
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／６月３０日（水）～定員になり次第締切
申込／電話

8月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地

集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

カヌー体験教室

8月1日（日）
参加費 １人 １，０００円
対 象 小学生以上

未就学児 要相談
定 員 ３０名

水辺の自然をカヌーでまったり体験

カヌーの乗り方、漕ぎ方の指導
１人、約３、４０分程度

・団体受付については要相談とします。
・艇の数に限りがありますので、順次乗
艇となります。
・悪天候の場合中止となります。

かほく市 水辺公園

各受付時間 開始時間３０
分前より受付
開始 １部 ９：３０～

２部 １０：３０～
解散 自由解散
全終了予定 １２：００

主催者／カヌークラブ C'spread 担当：山﨑
TEL０９０‐４３２０‐４６６１
E-mail：c_spread_yama@yahoo.co.jp
HP：https : //cspread.web.fc２.com/home.html

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／７月１日（木）～定員になり次第締切
申込／E-mail

わたしの森づくり

8月1日（日）
参加費 一人４００円
対 象 親子小学生（保護者同伴）
定 員 ３０名

ジオラマ風に自分の森をつくってみよう！

園内の葉っぱや小枝などを使用して、自分が想
像したジオラマ風の森づくりを行います。

持ち物：帽子、飲み物、枝切りバサミ（できれ
ば）雨天でも決行しますが、雷の場合は中止。
雨の場合は雨具（防寒も兼ねる）を持参して下
さい。
動きやすい服装と濡れてもよい歩きやすい履き
物（長靴等）で集合して下さい。

白山ろくテーマパーク吉
岡園地

白山ろくテーマパーク吉
岡園地
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／㈱岸グリーンサービス
問合せ＆申込先／白山ろくテーマパーク公園セン
ター
石川県白山市河内町吉岡西８９
TEL０７６‐２７２‐３６３７ FAX０７６‐２７２‐３９３７
E-mail：info@hakusanpark.com
募集／６月１日（火）～７月３１日（土）
申込／電話・FAX・E-mail

ペットボトルで顕微鏡ができちゃうの？

8月1日（日）
参加費 無料
対 象 小３～小６（保護者同伴必須）
定 員 １７名

炭酸飲料のペットボトルで顕微鏡を作
り、タマネギの細胞を観察します。

石川県立自然史資料館内

受付 １３：００～
開始 １３：３０
解散 １５：００

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 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／７月１日（木）～定員になり次第締切
申込／電話

8
月

7
月
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竹の水鉄砲を作ってあそぼ
8月1日（日）
参加費 有料

料金は電話・HP等で確認して
ください。

対 象 子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾⑧

さあ、夏休み。里山の厄介者の竹を使っ
て、大人には懐かしく子供にははじめて
の遊び道具、「水鉄砲」の作り方を一か
ら教えます。出来たら思いっきり、水を
飛ばして遊ぼう。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １０：００
終了 １２：００

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／６月１日（火）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

スイカを育てるキャンプ（日帰り・テント付）

8月1日（日）雨天の場合でもプログラムを短縮
して実施、希望者には別日で対応
参加費 親子２，９００円１人２，５００円（各回収穫時に１組１ケ取得）

全３回通し親子１０，０００円１人９，０００円（スイカ３ケ）
対 象 ５歳以上 小学生低学年以下は保護者同伴
定 員 １０組 一人でも可

スイカを育ててみよう

第１回 ５月３日（月・祝）「苗植え」
第２回 ５月３０日（日）「つるだし」
第３回 ８月１日（日）「収穫」

藤木農園 オオヨシキリ
の畑
（内灘町湖西１６）

集合 ９：４５
開始 １０：００
解散 １７：００
希望者はテント泊可能

主催者／藤木農園 担当：藤木
TEL０９０‐９４４９‐４３２３
E-mail：fujiki４３２３@gmail.com
HP：https : //fujikinouen.jimdofree.com/

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／３月１日（月）～定員になり次第締切
申込／E-mail・ウェブ・はがき

「やきはた体験」（ナナギ）

8月7日（土）雨天の場合は翌日
参加費 １人７００円
対 象 小学生以上

（小中学生は要保護者同伴）
定 員 １０名

白山ろくの出作り跡地（西山）の斜面を
焼き（火入れ）、大根の種をまくまでの
行程を、経験者の指導を受けながら行い
ます。１１月には大根の収穫を行います。

１ヶ月前から電話などで受付
長袖・作業のできる服装
昼食・飲み物は各自で持参

白山市白峰

白山ろく民俗資料館
集合 ８：３０
解散 １５：００

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
TEL０７６‐２５９‐２６６５ 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／７月７日（水）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

ヤドカリ学級 アカテガニウオッチング

8月7日（土）
参加費 無料（高校生以上２１０円入館料

必要）
対 象 小学１年生以上
定 員 家族単位及び５名程度のグルー

プ３組

能登の里山里海 たいけん はっけん

森にすむアカテガニが、海辺に来て子供
を海に放出する様子を観察します。

のと海洋ふれあいセンター

のと海洋ふれあいセンター
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
説明 １６：３０～
開始 １８：００
終了 １９：３０

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／７月１日（木）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

セミ博士になろう－抜け殻の種類を見分
けるには？－
8月7日（土）
参加費 無料
対 象 小３～大人

（小学生は保護者同伴必須）
定 員 １２名

自宅や資料館の周りで集めたセミの抜け
殻を使って、その種類を判別します。

・セミの抜け殻を持参

石川県立自然史資料館内
および周辺

受付 １３：００～
開始 １３：３０
解散 １５：３０

主催者／石川県立自然史資料館 担当：嶋田
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／７月７日（水）～定員になり次第締切
申込／電話

精油で作ってみよう！

8月7日（土）
参加費 １，５００円
対 象 どなたでも
定 員 １０名（１０組のご家族）

ラベンダー石鹸作り

ラベンダーの香りの石鹸を作ります。ド
ライフラワーで飾り付けをして好きな形
に仕上げます。お子様の夏休みの工作に
いかがですか？

長土塀青少年交流セン
ター

開始 １０：００
解散 １２：００

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／７月１日（木）～定員になり次第締切
申込／E-mail

親子木の実小枝細工教室

8月8日（日・祝）
参加費 １作品５００円
対 象 ５歳以上の親子
定 員 １０組

樹木の実、小枝の特徴を活かして、親子
で協力しながら創作活動を行います。

作品を入れる段ボールや袋をご用意くだ
さい。また、作業しやすい服装でお越し
ください。

インフォメーションセン
ター学習ホール

インフォメーションセン
ター
（河北郡津幡町字津幡エ１４）
集合 ９：３０～１０：００
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／７月１１日（日）～７月２５日（日）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

押し葉で植物ずかんをつくろう

8月8日（日・祝）
参加費 無料
対 象 小４～高３

（小学生は保護者同伴必須）
定 員 １５名

資料館の周りで集めた植物でアルバム
シートを使ったオリジナル植物図鑑をつ
くります。

・飲料、帽子、タオル、虫よけスプレー
等（あれば）
・野外活動に適した肌の露出が少ない服
装、汚れても構わない服装

石川県立自然史資料館内
および周辺

受付 １３：００～
開始 １３：３０
解散 １６：００

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 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／７月８日（木）～定員になり次第締切
申込／電話

県民白山講座 山の日記念企画 白山研
究最前線

8月8日（日・祝）
参加費 無料
対 象 高校生以上
定 員 ６０名

白山を知ろう・申込不要

白山自然保護センターの職員や白山で研
究を行っている専門家がこれまでの調査
・研究の成果をお話しします。

石川県文教会館４０１・４０２
大会議室

石川県文教会館４０１・４０２
大会議室
（金沢市尾山町１０番５号）
受付 １３：００
開始 １３：３０
解散 １６：００

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
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／不要

羽咋まるごとCAMP

8月8日（日・祝）～8月11日（水）
3泊4日
参加費 ５，３００円程度
対 象 小学５・６年生
定 員 ３０名

サイクリングで羽咋市の自然環境と歴史
・文化資源を巡り、様々な体験をする３
泊４日のキャンプ。初めて出会う仲間と
共に互いに協力し、困難なことに立ち向
かい、自己肯定感を高めることがねらい
です。

石川県内（羽咋市）

集合 国立能登青少年交
流の家

解散 国立能登青少年交
流の家

主催者／国立能登青少年交流の家
９２５‐８５３０ 石川県羽咋市柴垣町１４‐５‐６
TEL０７６７‐２２‐３１２１ FAX０７６７‐２２‐３１２５
E-mail：noto@niye.go.jp
HP：https : //noto.niye.go.jp/

問合せ＆申込先／主催者と同じ
詳細はHP、チラシで確認して下さい
申込／電話・ウェブ

8
月
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四季の獅子吼高原を楽しもう！（夏編）
8月11日（水）
参加費 大人 ６００円

子供（小学生以下）３００円
※但し昼食・ゴンドラ利用・入
館料等は含みません

対 象 園児～大人（※小学生以下保護者同伴）
定 員 ２０名

森の中を歩いてみよう！「健康・発見」 獅子吼高原
（スカイ獅子吼遊歩道）

パーク獅子吼ふれあい館
（白山市八幡町リ１１０）
受付 １０：００～
開始 １０：００
解散 １３：３０

主催者／白山獅子吼自然人クラブ（TEAMはくさ
ん２１グループ） 担当：金丸
９２０‐２１６５ 石川県白山市富光寺町１６番地
（合同事務所内）
TEL０９０‐３９２４‐７１６５ FAX０７６‐２７３‐３９２６
E-mail：k-kazu１６@nifty.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／７月１日（木）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

「山の日」記念白山・日本海眺望鞍掛山
登山

8月11日（水）
参加費 無料
対 象 小学校低学年は保護者同伴
定 員 なし

頂上から雄大な白山・日本海を眺めま
しょう

「山の日」に鞍掛山を登山します。頂上
からの雄大な日本海・白山は絶景です。
ぜひ一緒に山へ登りましょう！

お弁当・飲料物をご持参ください。

鞍掛山

鞍掛山第一駐車場
（小松市滝ヶ原町）
受付 ７：００～
登山開始 ７：３０
解散 １１：３０

主催者／里山自然学校こまつ滝ヶ原 担当：山下
９２３‐０３３５ 石川県小松市滝ヶ原町ウ２０番地
TEL０７６１‐６５‐２４３６

問合せ＆申込先／TEL０９０‐５６８０‐１５４８（山下）
FAX０７６１‐６５‐２４３６
E-mail：ma.kura０８３０@gmail.com
HP：http : //satoyama-komatsu.com/
募集／７月１１日（日）～８月８日（日・祝）
申込／電話・FAX・E-mail・ウェブ

竹の水鉄砲作り

8月15日（日）
参加費 一人４００円
対 象 小学生以上で親子
定 員 ３０名

自然の竹を使い、水鉄砲を作ってみよ
う！暑い夏は竹の水鉄砲でいっぱい遊ぼ
う！

雨が降りそうな時には雨具を持参してく
ださい。

北部公園

北部公園 桜の宴
開始 ９：３０
解散 １２：００

主催者／㈱岸グリーンサービス
問合せ＆申込先／北部公園
石川県金沢市忠縄町リ
TEL０７６‐２５７‐２０７３ FAX０７６‐２５７‐２０７５
E-mail：hokubu@kishigreen.co.jp
募集／６月１日（火）～８月１４日（土）
申込／電話・FAX・E-mail

みんなで白山の植物を調べよう
8月17日（火）～8月18日（水）
1泊2日
参加費 ９，５００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

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
／１７（火）別当出合→白山南竜ケ馬場 南
竜山荘泊８／１８（水）南竜ケ馬場→白山室
堂→別当出合

白山

白山別当出合に、８月１７日
８：００集合
白山別当出合で、８月１８日
１６：００解散予定

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（柳生）で受付
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／６月１日（火）～７月２０日（火）
申込／E-mail

かっこいい甲虫標本をつくろう

8月21日（土）
参加費 無料
対 象 小３～中３
定 員 １２名

クワガタムシやカミキリムシ、コガネム
シなど甲虫の乾燥標本をつくります。

石川県立自然史資料館内

受付 １３：００～
開始 １３：３０
解散 １５：３０

主催者／石川県立自然史資料館 担当：嶋田
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／７月２１日（水）～定員になり次第締切
申込／電話

ヤドカリ学級海辺のウオークガイド！

8月21日（土）、8月22日（日）、
8月28日（土）
参加費 無料（高校生以上は入館料２１０円が必要）
対 象 年齢制限はありませんが、５才以下のお

子様の参加はお勧めできません。
定 員 家族単位及び５名程度のグループ１組 １日２組

マリンブーツと箱メガネを使って磯の生
物の観察や海近くの森に棲んでいるアカ
テガニにていて観察します。

のと海洋ふれあいセンター

のと海洋ふれあいセンター
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
開始 １０：３０ １３：３０
終了 １２：００ １５：００

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／７月１日（木）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

藍の生葉染め

8月22日（日）
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

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。

１ヶ月前から電話などで受付
軽作業に適した服装

白山ろく民俗資料館

白山ろく民俗資料館
集合 ９：００
解散 １２：００

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
TEL０７６‐２５９‐２６６５ 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／７月２１日（水）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

カヌー体験教室

8月22日（日）
参加費 １人 １，０００円
対 象 小学生以上

未就学児 要相談
定 員 ３０名

水辺の自然をカヌーでまったり体験

カヌーの乗り方、漕ぎ方の指導
１人、約３、４０分程度

・団体受付については要相談とします。
・艇の数に限りがありますので、順次乗
艇となります。
・悪天候の場合中止となります。

かほく市 水辺公園

各受付時間 開始時間３０
分前より受付
開始 １部 ９：３０～

２部 １０：３０～
解散 自由解散
全終了予定 １２：００

主催者／カヌークラブ C'spread 担当：山﨑

TEL０９０‐４３２０‐４６６１
E-mail：c_spread_yama@yahoo.co.jp
HP：https : //cspread.web.fc２.com/home.html

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／７月２２日（木）～定員になり次第締切
申込／E-mail

親子木工品づくり体験

8月22日（日）
参加費 １組１，０００円
対 象 小学生３年生以上の親子
定 員 １０組

木工について、基本的な技術を学び、簡
単な木工品作りに挑戦します。

作品を入れる段ボールをご用意くださ
い。また、作業しやすい服装でお越しく
ださい。
１組１作品に限ります。

インフォメーションセン
ター学習ホール

インフォメーションセン
ター
（河北郡津幡町字津幡エ１４）
集合 ８：３０～９：００
開始 ９：００
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／７月２５日（日）～８月８日（日・祝）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

川底の生き物観察

8月22日（日）
参加費 無料
対 象 小４～中３（保護者同伴必須）
定 員 ５名

川遊びして底にいる小さな動物を捕ら
え、種類を調べます。

・雨天中止
・濡れても構わない服装

金沢市（内川スポーツ広
場前の川）

受付 ９：３０～
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県立自然史資料館 担当：石丸
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／７月２２日（木・祝）～定員になり次第締切
申込／電話

8
月
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藍のたたき染め してあそぼ
8月22日（日）
参加費 有料

料金は電話・HP等で確認して
ください。

対 象 子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾⑨

日本の古い伝統工芸「藍染め」というと
むずかしそうですが、染めたい布に藍の
葉をたたいて染める簡単な方法で、世界
に一つだけのマイ手ぬぐいをデザインし
てみませんか。夏休みの宿題にもどうぞ。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １０：００
終了 １２：００

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／６月１日（火）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

能登の贈り物

8月22日（日）
参加費 １，０００円程度
対 象 幼児・小学生とその保護者
定 員 ６０名

アカテガニの産卵の様子等の観察（夜）
と海洋クラフトを行います。

募集については開催１か月前からHPでお
知らせします。

石川県立能登少年自然の家

石川県立能登少年自然の家

主催者／石川県立能登少年自然の家
９２７‐０６０４ 鳳珠郡能登町字九里川尻１６字２０番地
TEL０７６８‐７２‐２２００

問合せ＆申込先／主催者と同じ
申込／電話

白山外来植物除去作業スズメノカタビラ等除去in室堂
8月28日（土）～8月29日（日）
1泊2日（室堂泊、１日目夕食、２日
目朝食、昼食付）
参加費 ７，０００円程度
対 象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定 員 ３０名

高山植物を守ろう

スズメノカタビラや外来性タンポポなど
の低地性植物をはじめとする、白山に侵
入した外来植物の除去作業を行います。

白山 室堂
白山 室堂
８月２８日
１３：３０受付 １４：００開始

８月２９日
１１：００終了
１５：００頃下山（別当出合）
※登山、下山は各自でお
願いします。

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、共催：白山市
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
電話、Fax、E-mailで受付
募集／５月６日（木）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

夏の親子昆虫観察会

8月29日（日）
参加費 無料
対 象 ５歳以上の親子
定 員 ２０名

森に生息する昆虫、安全な自然体験につ
いて学習してから、森林公園内で昆虫観
察と採集を行います。

虫とり網、虫かごはご持参ください。雨
天中止です。

旧森林公園事務所

旧森林公園事務所
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
集合 ８：３０～９：００
開始 ９：００
解散 １１：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／８月１日（日）～８月１５日（日）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

夏キャンプ（仮）

8月末に開催予定
参加費 ３０，０００円程度
対 象 未定
定 員 未定

こんなの初めて！をたくさんやってみよ
う！

レクリエーション・野外炊飯と「ココ」
でしかできないワクワク・ドキドキを体
験できます。

未定

受付 ８：００～８：３０
（石川県立大学）

開始 ８：３０
解散 １６：００

主催者／学生ノートック
E-mail：gakusei@no-tokku.org
HP：http : //www.no-tokku.org/

問合せ＆申込先／主催者と同じ
詳細が決まり次第、ホームページで発表致します
申込／E-mail

9月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地

集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

海で遊ぼうPart2

9月4日（土）～9月5日（日）
1泊2日
参加費 一人３，０００円程度
対 象 小中学生を含む家族
定 員 ６０名（もしくは１３家族）

魚釣り 海藻しおり 大型カヌーもしく
は海のクラフト他

石川県立能登少年自然の家

石川県立能登少年自然の家

主催者／石川県立能登少年自然の家
９２７‐０６０４ 鳳珠郡能登町字九里川尻１６字２０番地
TEL０７６８‐７２‐２２００

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／８月５日（木）～定員になり次第締切
申込／電話

親子Deバームクーヘン作りに挑戦

9月5日（日）
参加費 ５００円
対 象 小学生１年～６年生

（低学年は保護者同伴）
定 員 ５０名

炭火を使ってうまく焼いてみよう

用意した材料を使い親子で楽しく作る。

奥卯辰山健民公園

奥卯辰山健民公園
（金沢市若松町エ‐８５）
集合 ９：００
開始 ９：３０
解散 １２：００

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／８月１日（日）～９月３日（金）
申込／電話・FAX・E-mail

きのこ狩りを楽しむ（素人歓迎）

9月5日（日）
参加費 １，５００円
対 象 大人
定 員 ２５人

大乗文子（きのこの達人）から学ぼう

大乗文子の指導で、きのこを探し、料理
方法を学ぶ。
写真、メモ帳、筆記用具を必ず持参の事。
弁当持参、雨天中止

白山市綿が滝付近

集合 ９：００
解散 １６：００

主催者／エコライフ白山・白山手取川自然塾
（TEAMはくさん２１グループ）

問合せ＆申込先／TEL０９０‐１６３９‐８１１７（西山 衛）
E-mail：arahiro@lilac.ocn.ne.jp（荒川 宏）
募集／８月１日（日）～８月３１日（火）
申込／電話・E-mail

昆虫標本をつくろう（カブト）
9月5日（日）
参加費 入館料のみ

※参加にあたっては当館で販売し
ている「かんたん標本セット」
（１，１００円）をご購入いただきます。

対 象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定 員 午前・午後、各５組

カブトムシのオスを標本にする教室で
す。標本にしたカブトムシはお持ち帰り
できます。

石川県ふれあい昆虫館

石川県ふれあい昆虫館
（白山市八幡町戌３）
【午前の部】
開始１０：３０ 終了１１：３０
【午後の部】
開始１３：３０ 終了１４：３０

主催者／石川県ふれあい昆虫館 担当：石川
９２０‐２１１３ 石川県白山市八幡町戌３番地
TEL０７６‐２７２‐３４１７
HP：https : //www.furekon.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
９～１２月に実施する３回分の標本教室を「８月２２日」
９：００より電話受付を開始します。
募集／８月２２日（日）～定員になり次第締切
申込／電話

8
月
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白山に恩返し！白山登山道整備を学ぼう！
～5回目～
9月11日（土）
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

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。５回目はチブリ
尾根の自然を知る活動として、秋にサン
ショウウオの観察を実施します。※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。

白山市白峰地内 チブリ
尾根登山道

市ノ瀬ビジターセンター
集合 ７：００
解散 １６：００

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／４月１日（木）～９月４日（土）
申込／電話・E-mail

連続講座・兼六園葉っぱ図鑑～名園と同
樹種の葉を描く～
9月11日（土）（第一回）、9月25日（土）（第二回）、
10月2日（土）（第三回）、10月16日（土）（第四回）
参加費 無料
対 象 高１～大人
定 員 １５名

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。

・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

石川県立自然史資料館内

受付 ９：００～
開始 ９：３０
解散 １２：３０

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／８月１１日（水）～定員になり次第締切
申込／電話

白山外来植物除去作業 オオバコ等除去in南竜ヶ馬場
9月11日（土）～9月12日（日）
1泊2日（南竜山荘泊、1日目夕食、
2日目朝食、昼食付）
参加費 ７，０００円程度
対 象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定 員 ３０名

高山植物を守ろう

オオバコなどの低地性植物をはじめとす
る、白山に侵入した外来植物の除去作業
を行います。

南竜ビジターセンター

南竜ビジターセンター
９月１１日
１３：３０受付 １４：００開始

９月１２日
１１：００終了
１５：００頃下山（別当出合）
※登山、下山は各自でお
願いします。

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、共催：白山市
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
電話、Fax、E-mailで受付
募集／５月６日（木）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

エンジョイ家族「イワナつかみ」①②

9月11日（土）・9月12日（日）
各日それぞれ日帰り
参加費 一人１，１００円程度
対 象 小中学生を含む家族
定 員 各８０名

自然の川で、家族一緒にイワナつかみに
チャレンジ。
内容：目附谷でのイワナつかみ体験

白山ろく少年自然の家
および白山ろくの渓流

白山ろく少年自然の家

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番地
TEL０７６‐２５６‐７１１４
HP：http : //www.hakusan６.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／約１か月前から受付（休館日は除く）
申込／電話

医王山の大池平自然観察会－晩夏－

9月12日（日）
参加費 なし
対 象 小学生低学年は保護者同伴
定 員 なし

夏から秋へと移り変わる季節

医王山ビジターセンター～大池平

新型コロナ感染防止のためマスク着用を
お願いします。

金沢市

集合 ９：００
金沢市奥新保 医
王山ビジターセン
ター

開始 ９：００
解散 １４：００

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／TEL０９０‐８２６２‐７０９９（奥名正啓）
申込／不要

竹のはなしと竹細工（マイ箸づくり）
9月12日（日）
参加費 有料

料金は電話・HP等で確認して
ください。

対 象 小学生以上の子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾⑩

永く放置されたモウソウチクは繁茂して
里山へどんな影響が出ているかを見て理
解し、竹の利活用として竹細工の楽しさ
を知ってもらうため自分だけのマイ箸
（＋箸置き）を作ります。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １０：００
終了 １２：００

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／７月１日（木）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

クモの巣をお部屋にかざろう

9月18日（土）
参加費 無料
対 象 小４～中３（保護者同伴必須）
定 員 ５名

クモの巣をさがし、うまく台紙に貼りつ
けてこわれないきれいな標本にします。

・雨天中止
・汚れても構わない服装

石川県立自然史資料館内
および周辺

受付 ９：３０～
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県立自然史資料館 担当：石丸
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／８月１８日（水）～定員になり次第締切
申込／電話

ヤドカリ学級 磯観察で生き物を探そう
開催期間中の土日祝日午前午後開催
9月18日（土）、19日（日）、20日（月・祝）、
23日（木・祝）、25日（土）、26日（日）
参加費 無料（高校生以上は２１０円が必要）
対 象 年齢制限はありませんが、５才以下の

お子様の参加はお勧めできません。
定 員 家族単位及び５人程度のグループ１組 １日２組

能登の里山里海 たいけん はっけん

磯の様子を箱メガネで観察します。

のと海洋ふれあいセンター

のと海洋ふれあいセンター
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
開始 １０：３０ １３：３０
終了 １２：００ １５：００

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／８月１日（日）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

白山麓の歴史散歩「天領白山麓十八ヶ村
の首邑 白峰」
9月19日（日）
雨天の場合中止
参加費 １人３００円
対 象 一般
定 員 １０名

国の重要伝統的建造物群保存地区に指定
された白峰の街並を見学します。

１ヶ月前から電話などで受付
散策ができる服装

白山市白峰地区

石川県立白山ろく民俗資
料館
集合 ９：３０
解散 １２：３０

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
TEL０７６‐２５９‐２６６５ 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／８月１８日（水）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

コロコロ炭火に入れよう！かん（缶）たん
パンづくり！

9月19日（日）
参加費 一人４００円
対 象 小学生以上で親子
定 員 ３０名

オリジナルの缶を作り、パン生地を作り、
炭の中に入れてパンをつくってみよう！

雨が降りそうな時には雨具を持参してく
ださい。

北部公園

北部公園 桜の宴
開始 ９：３０
解散 １２：００

主催者／㈱岸グリーンサービス
問合せ＆申込先／北部公園
石川県金沢市忠縄町リ
TEL０７６‐２５７‐２０７３ FAX０７６‐２５７‐２０７５
E-mail：hokubu@kishigreen.co.jp
募集／７月１日（木）～９月１８日（土）
申込／電話・FAX・E-mail

9
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秋の親子昆虫観察会

9月19日（日）
参加費 無料
対 象 ５歳以上の親子
定 員 ２０名

森に生息する昆虫、安全な自然体験につ
いて学習してから、森林公園内で昆虫観
察と採集を行います。

虫とり網、虫かごはご持参ください。雨
天中止です。

水生昆虫園

水生昆虫園
（河北郡津幡町加茂地内）
集合 ９：３０～１０：００
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／８月２２日（日）～９月５日（日）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

「里山歳時記・中秋の名月」鑑賞会と呈
茶を楽しむ
9月20日（月・祝）
参加費 有料

料金は電話・HP等で確認してください。
対 象 子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾⑪

向月台に「お月見飾り」を設え、お月見
や飾りの意味などを理解して日本人の美
意識を感じとり、月見団子やお抹茶を味
わいながら心豊かに中秋の名月を観賞し
ませんか。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １８：００
終了 ２０：００

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／７月１日（木）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

秋の鞍掛山自然観察会

9月23日（木・祝）
参加費 ５００円（環境協力金）
対 象 小学生から一般

小学生は親子同伴のこと
定 員 ３０名

自然を楽しもう。

登山しながら自然を観察し楽しみます。

鞍掛山

鞍掛山第一駐車場
受付 ８：３０～
開始 ９：３０
解散 １４：３０

主催者／里山自然学校こまつ滝ヶ原 担当：山下
９２３‐０３３５ 石川県小松市滝ヶ原町ウ２０番地
TEL０７６１‐６５‐２４３６

問合せ＆申込先／TEL０９０‐５６８０‐１５４８（山下）
FAX０７６１‐６５‐２４３６
E-mail：ma.kura０８３０@gmail.com
HP：http : //satoyama-komatsu.com/
募集／８月２３日（月）～９月２０日（月・祝）
申込／電話・FAX・E-mail・ウェブ

白山に恩返し！白山登山道整備を学ぼう！
～6回目～
9月25日（土）
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

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。６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！

白山市白峰地内 チブリ
尾根登山道

市ノ瀬ビジターセンター
集合 ７：００
解散 １６：００

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／４月１日（木）～９月１８日（土）
申込／電話・E-mail

親子キャンプ物語

9月25日（土）～9月26日（日）
1泊2日
参加費 １人２，５００円
対 象 小・中学生を含む家族・グループ
定 員 １０家族（約４０名）

親子でテント泊！たき火体験

親子でテント設営、テント泊、調理活動、
たき火体験

石川県立鹿島少年自然の
家及び周辺

石川県立鹿島少年自然の
家集合・解散

主催者／石川県立鹿島少年自然の家
９２９‐１６３５ 石川県鹿島郡中能登町高畠原山分ハ１
TEL０７６７‐７７‐２２００

問合せ＆申込先／主催者と同じ
約１ケ月前から電話で受け付け

募集／８月２５日（水）～９月１５日（水）
申込／電話

エンジョイ家族「秋のキャンプ」

9月25日（土）～9月26日（日）
1泊2日
参加費 一人３，５００円程度
対 象 小中学生を含む家族
定 員 ４０名（１０家族程度）

自然の中でキャンプや秋山散策を楽しみ
ます。
内容：秋山散策、テント泊、野外炊飯等

白山ろく少年自然の家お
よび周辺の山

白山ろく少年自然の家

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番地
TEL０７６‐２５６‐７１１４
HP：http : //www.hakusan６.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
約１か月前から受付（休館日は除く）
申込／電話

水の生き物観察会

9月26日（日）
参加費 １名２００円
対 象 小学生以上

（中学生以下は保護者同伴）
定 員 ２０名

園内の用水路に生息する生き物を観察
し、里山の自然の豊かさを実感します。

着替えをご用意いただけると安心です。
生き物捕獲用の網はご持参ください（貸
出ありますが、数に限り有り）。雨天中
止です。

水生昆虫園

水生昆虫園
（河北郡津幡町加茂）
集合 ９：３０～１０：００
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／８月２９日（日）～９月１２日（日）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

金沢城と兼六園の自然観察会
9月26日（日）
参加費 なし

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

金沢市の真ん中に残る自然

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

新型コロナ感染防止のためマスク着用を
お願いします。

金沢市

集合 ９：００
金沢城石川門総合
案内所前

開始 ９：００
解散 １５：００

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／TEL０９０‐８２６２‐７０９９（奥名正啓）
申込／不要

楽しい解剖、エビカニのなかま

9月26日（日）
参加費 無料
対 象 小４～中３（保護者同伴必須）
定 員 ５名

エビ、カニ、ヤドカリの足を解剖して、
どこが同じでどこが違うかを調べます。

石川県立自然史資料館内

受付 ９：３０～
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県立自然史資料館 担当：石丸
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／８月２６日（木）～定員になり次第締切
申込／電話

親子でチャレンジ！ハゼ釣り体験♪

9月26日（日）
参加費 小学生以上１，５００円（食事付）

※園児、付き添い、見学は５００円
対 象 小学生以上
定 員 ７組程度

今年は何匹釣れるかな

仕掛けを作り、餌のつけ方、魚のはずし
方などを学び、ライフジャケットをつけ
て釣り場まで行きます。希望があれば魚
のさばき方なども伝授。

竹の浦館～大聖寺川

受付 ９：００
開始 ９：３０
解散 １３：００
※希望があればさばき方
も教えます

主催者／かが里山里海しぜん楽校 担当：増田
９２２‐０６７１ 石川県加賀市大聖寺瀬越町イ１９‐１
TEL０７６１‐７３‐８８１２ FAX０７６１‐７３‐８８１３
E-mail：sizentaiken７２１@gmail.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／８月１日（日）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail・はがき

9
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プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地
集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

幼小いっしょに！のとまり会
①9月26日（日）
②10月2日（土）～3日（日）（1泊2日）
参加費 ①１，２００円程度

②２，３００円程度
対 象 年長児２０名、小学１・２年２０名

①②両方に参加できること
定 員 ４０名

年長児と小学１・２年生の異年齢の子供た
ちが、力を合わせ、おやつ作りやテント
泊等の活動をします。親元を離れて行う
自然体験・宿泊体験を通して、人とかか
わる力が育ちます。

国立能登青少年交流の家

国立能登青少年交流の家

主催者／国立能登青少年交流の家
９２５‐８５３０ 石川県羽咋市柴垣町１４‐５‐６
TEL０７６７‐２２‐３１２１ FAX０７６７‐２２‐３１２５
E-mail：noto@niye.go.jp
HP：https : //noto.niye.go.jp/

問合せ＆申込先／主催者と同じ
詳細はHP、チラシで確認して下さい
申込／電話・ウェブ

10月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地

集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

白山に恩返し！白山登山道整備を学ぼう！
～7回目～
10月2日（土）
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

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！

白山市白峰地内 チブリ
尾根登山道

市ノ瀬ビジターセンター
集合 ７：００
解散 １６：００

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／４月１日（木）～９月２５日（土）
申込／電話・E-mail

ふれる・さぐる・つくる 子どもエコ
タイム

10月3日（日）
参加費 ３００円
対 象 小学生以上
定 員 １５名

おもしろ環境実験④ 木と友だちになろう

実のなる木、大きな葉の木、背の低い木、
花が咲く木、ゴツゴツの木、樹木には色々
な種類があります。夕日寺には、どんな
樹木があるのか、樹木ビンゴで調べてみ
よう。

持ち物：筆記用具、手拭きタオル、軍手、
水筒、歩きやすい靴、白っぽい服装、帽子

夕日寺健民自然園

体験工房
集合 １３：００受付
開始 １３：１５
解散 １６：００

主催者／タイムマシンクラブ 担当：舘
E-mail：harucco@topaz.ocn.ne.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／９月３日（金）～定員になり次第締切
申込／E-mail

秋のきのこ観察会

10月3日（日）
参加費 無料
対 象 小学生以上

小中学生は保護者同伴
定 員 ２０名

専門家指導のもと、森林公園内に発生す
る菌類の観察、採集から種の判定とその
方法を学びます。

山道も歩きますので、足元がしっかりと
した靴をご準備ください。お持ちならば
きのこ図鑑、収穫かごをご持参ください。
少雨決行、荒天中止です。

旧森林公園事務所

旧森林公園事務所
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
集合 ９：００～９：３０
開始 ９：３０
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／９月５日（日）～９月１９日（日）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

いろんな化石を観察しよう

10月3日（日）
参加費 無料
対 象 小１～小３（保護者同伴必須）
定 員 １０名

化石について画像を使って解説し、実物
標本を用いたクイズを実施します。

石川県立自然史資料館内

受付 １３：００～
開始 １３：３０
解散 １５：３０

主催者／石川県立自然史資料館 担当：桂
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／９月３日（金）～定員になり次第締切
申込／電話

ワンデイサバイバル（秋）

10月3日（日）
参加費 大人：３，０００円

子供：１，５００円
対 象 大人、子供

（４年生以下は保護者同伴）
定 員 ２５名

カマドで食事を作り災害に備えよう

災害を想定し、電気、ガス、水道なしで、
マキを集め、カマドを作り、ご飯を炊き、
山菜入りの豚汁を作る。竹の茶碗など自
然を活用し、たくましく生きる経験をす
る。

雨天中止

白山市綿が滝付近

集合 ９：００
解散 １７：００

主催者／エコライフ白山・白山手取川自然塾
（TEAMはくさん２１グループ）

問合せ＆申込先／TEL０９０‐１６３９‐８１１７（西山 衛）
E-mail：arahiro@lilac.ocn.ne.jp（荒川 宏）
募集／８月１日（日）～８月３１日（火）
申込／電話・E-mail

木場潟水辺のまなび舎

10月6日（水）
参加費 無料
対 象 小学４年生以上
定 員 ４０名

体験しよう！水質浄化のしくみ

有識者による木場潟に関連する講演、水
質試験や水質浄化植物のつみ取り体験等
の作業体験。

汚れてもよい服装で参加してください。

木場潟公園

木場潟公園
集合 １３：００
解散 １５：３０

主催者／石川県
９２０‐８５８０ 石川県金沢市鞍月１丁目１番地
TEL０７６‐２２５‐１７３６ FAX０７６‐２２５‐１７４０
HP：http : //www.pref.ishikawa.lg.jp/

問合せ＆申込先／（公財）木場潟公園協会
〒９２３‐０８４４ 小松市三谷町ら之部５８
TEL０７６１‐４３‐３１０６ FAX０７６１‐４６‐５４４５
E-mail：kibagatakouen@aw.wakwak.com
募集／９月１日（水）～９月３０日（木）
申込／電話・FAX・E-mail

中秋の眉丈山南部の里山を歩く自然観察会

10月9日（土）
参加費 なし
対 象 小学生低学年は保護者同伴
定 員 なし

深まる秋を感じながら里山の動植物を観
察

眉丈台地自然緑地公園～気多大社裏の自
然歩道～柴垣のアカマツ林

新型コロナ感染防止のためマスク着用を
お願いします。

羽咋市

集合 ９：００
眉丈台地自然緑地
公園駐車場（羽咋
市柳田町 朱鷺の
台CCの入口近く）

開始 ９：００
解散 １５：００

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／TEL０９０‐６２７４‐５５６７（森信博）
申込／不要

恐竜博士養成入門講座－実物に触って学
ぼう－

10月9日（土）
参加費 無料
対 象 小１～小３（保護者同伴必須）
定 員 １０名

恐竜についての講義と、実物化石を用い
たクイズで、恐竜について学びます。

石川県立自然史資料館内

受付 １３：００～
開始 １３：３０
解散 １５：３０

主催者／石川県立自然史資料館 担当：桂
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／９月９日（木）～定員になり次第締切
申込／電話

9
月
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プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地
集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

秋の鞍掛山トンボの楽園整備活動

10月9日（土）
参加費 無料

※昼食付き ８００円
対 象 不問
定 員 ３０名

生き物と共存できる環境を創ろう

滝ヶ原の「トンボの楽園」を整備します。
希少生物を保全・生物多様性を維持して
いくため、皆様のご協力をお待ちしてお
ります。皆様の積極的ご参加をお待ちし
ております！

鍬・スコップをご持参いただけると幸い
です。

鞍掛山第二駐車場

鞍掛山第二駐車場
（小松市滝ヶ原町）
受付 ８：３０～
開始 ９：００
解散 １１：００

主催者／里山自然学校こまつ滝ヶ原 担当：山下
９２３‐０３３５ 石川県小松市滝ヶ原町ウ２０番地
TEL０７６１‐６５‐２４３６

問合せ＆申込先／TEL０９０‐５６８０‐１５４８（山下）
FAX０７６１‐６５‐２４３６
E-mail：ma.kura０８３０@gmail.com
HP：http : //satoyama-komatsu.com/
募集／９月９日（木）～１０月５日（火）
申込／電話・FAX・E-mail・ウェブ

能登の秋まるかじり

10月9日（土）～10月10日（日）
1泊2日
参加費 一人３，５００円程度
対 象 小中学生を含む家族
定 員 ６０名（１３家族）

釣りキチ三平にも登場したタコすかし名
人に、「タコすかし」を学ぼう。他にも
星の観察やリンゴ狩りなど、能登の秋ま
んさい。

石川県立能登少年自然の家

石川県立能登少年自然の家

主催者／石川県立能登少年自然の家
９２７‐０６０４ 鳳珠郡能登町字九里川尻１６字２０番地
TEL０７６８‐７２‐２２００

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／９月１日（水）～定員になり次第締切
申込／電話

ダンボールから作ろう！美味しいスモー
ク料理に挑戦！

10月10日（日）
参加費 一人４００円
対 象 親子小学生（保護者同伴）
定 員 ３０名

ダンボールで燻製器を作り、ソーセージ
やチーズの燻製を作ってみよう！

雨が降りそうな時には雨具を持参してく
ださい。

白山ろくテーマパーク吉
岡園地

白山ろくテーマパーク吉
岡園地
開始 ９：３０
解散 １２：００

主催者／㈱岸グリーンサービス
問合せ＆申込先／白山ろくテーマパーク公園セン
ター
石川県白山市河内町吉岡西８９
TEL０７６‐２７２‐３６３７ FAX０７６‐２７２‐３９３７
E-mail：info@hakusanpark.com
募集／８月１日（日）～１０月９日（土）
申込／電話・FAX・E-mail

医王山の大池平自然観察会－秋－

10月10日（日）
参加費 なし
対 象 小学生低学年は保護者同伴
定 員 なし

秋山の自然と秋の花々を楽しむ

医王山ビジターセンター～大池平

新型コロナ感染防止のためマスク着用を
お願いします。

金沢市

集合 ９：００
金沢市奥新保 医
王山ビジターセン
ター

開始 ９：００
解散 １４：００

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／TEL０９０‐８２６２‐７０９９（奥名正啓）
申込／不要

ソーラーカフェ×ハーブのリース作り

10月16日（土）
参加費 ５００円
対 象 小学生以上

小学生低学年は保護者同伴
定 員 ２０名 各回１０名

大好き！ソーラークッキングとハーブ

ソーラークッキングで季節のハーブティとおやつをいただき、
自然と仲良しになるソーラーカフェ。秋の回では地元里山で無
農薬で育ったハーブでかわいいリースを作ります。爽やかな香
りが気持ちをリフレッシュ！キッチンではお料理に使えます。
リースの直径は１５㎝ほどです。

持ち物：マイカップ、マイ皿、持ち帰り用のマイバッグか風呂敷。
お持ちの方は生け花用はさみ。
食物アレルギーがある方はお知らせください。

夕日寺健民自然園 体験工房

夕日寺健民自然園 体験
工房前
（金沢市夕日寺町ハ１１６）
【前半の部】 集合９：２０
開催９：３０ 解散１０：３０
【後半の部】 集合１０：５０
開催１１：００ 解散１２：００

主催者／NPOエコラボ 担当：中村
TEL０７６‐２５３‐８１１２ 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
募集／８月１日（日）～定員になり次第締切
申込／FAX・E-mail・ウェブ

このキノコ食べられるかな

10月16日（土）
参加費 無料
対 象 子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾⑫

秋たけなわです。自然園の森を歩いて、
様々なキノコたちに出会ってその名前を
知り、食べられるかも見分けてもらいま
しょう。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １０：００
終了 １２：００

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／８月１日（日）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

能美の里山ガイドハイク 観音山

10月16日（土）
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

里山の四季を体感しよう

遣水観音山（標高４０２m）。麓に「平成の
名水百選」に選ばれた霊水堂があり、古
くから信仰の里山で知られています。さ
わやかなこの季節、ミズナラやコナラ、
アオハダ等の雑木林を楽しみながら一緒
に歩いてみませんか。

お弁当持参

能美市仏大寺町 遣水観
音山

仏大寺町むくろじ広場駐
車場
受付 ８：４０
開始 ９：００
解散 １４：００頃

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
TEL０７６１‐５１‐２３０８ FAX０７６１‐５１‐２３０８
E-mail : info@nominosatoyama.com
HP : http : //www.nominosatoyama.com/

問合せ＆申込先／約２ヶ月前から受付
主催者と同じ
申込／電話・FAX・E-mail・往復はがき

精油で作ってみよう！

10月16日（土）
参加費 １，５００円
対 象 どなたでも
定 員 １０名（１０組のご家族）

ハンドクリーム作り

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。

長土塀青少年交流セン
ター

開始 １０：００
解散 １１：００

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／９月１日（水）～定員になり次第締切
申込／E-mail

わんぱく遊び塾『挑戦！火おこし!! 秋編』
10月17日（日）
参加費 大人・小学生以上 １名２，０００円

未就学児（４歳以上）１名１，５００円
幼児（３歳以下） １名 ６００円
※３人目より１名５００円引き。

対 象 幼児・小学生親子
定 員 ２０名

目指せ！火おこしマスター！！

自分の力でおこした焚火で食事作りに挑戦！海
岸林の探索を行い、人と火と里山の関係について
知ろう。
午前：火おこし体験・食事作り午後：海岸林の探検

クマ・イノシシ等野生動物出没状況によっては中
止する場合があります。
新型コロナウイルス感染状況によっては時短開
催または中止する場合があります。

加賀市大聖寺瀬越町瀬越
キャンプ場と周辺の海岸
林

加賀市大聖寺瀬越町瀬越
キャンプ場
集合 ９：１５
開始 ９：３０
解散 １５：３０

主催者／かが緑の里自然教室 担当：増本
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/

問合せ＆申込先／TEL０９０‐４３２２‐４７８３（増本）
E-mail：kaga-midorinosato@outlook.jp
申込みフォーム：https : //bit.ly/２CsK７wc
問合せフォーム：https : //bit.ly/２CtWgkx
募集開始日に定員を超えるお申し込みがあった
場合は、受け付け開始当日分の中から抽選とい
たしますので、あらかじめご了承下さい。
募集／４月５日（月）～定員になり次第締切
申込／電話・E-mail・ウェブ

ヤドカリ学級 魚釣りにチャレンジ

10月17日（日）
参加費 無料（高校生以上は入館料２１０

円が必要）
対 象 小学１年生以上
定 員 家族単位及び５名程度のグルー

プ３組

能登の里山里海 たいけん はっけん

竹ざおと簡単な仕掛けで魚釣りを行いま
す。釣れた魚の解説も行います。

のと海洋ふれあいセンター

のと海洋ふれあいセンター
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
開始 １０：３０
終了 １２：００

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／９月１日（水）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail



※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。
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大倉岳自然観察会

10月17日（日）
参加費 なし（鉱山資料館入館料５００円

程度必要）
対 象 健脚向き

小学生低学年は保護者同伴
定 員 なし

秋の山歩きを楽しもう

鉱山資料館～仏峠往復

新型コロナ感染防止のためマスク着用を
お願いします。

小松市尾小屋町

集合 ９：００
大倉岳高原スキー
場第５駐車場前

開始 ９：００
解散 １５：００

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／TEL０９０‐２３７０‐７０８３（宮下由美子）
申込／不要

カブトムシ博士になろう－幼虫を上手に
育てるには？－

10月17日（日）
参加費 無料
対 象 小３～中３
定 員 １２名

カブトムシに関する知識を身につけ、幼
虫の飼育法を習得します。（幼虫はその
ままプレゼント）

・飼育容器を持参

石川県立自然史資料館内

受付 １３：００～
開始 １３：３０
解散 １５：００

主催者／石川県立自然史資料館 担当：嶋田
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／９月１７日（金）～定員になり次第締切
申込／電話

森の小さな絵本カフェ ～秋編～

10月17日（日）
参加費 大人１人１，５００円（ワンドリンク付）

子ども１家族５００円
対 象 大人・親子

（子どものみの参加は不可）
定 員 大人２０名程度とお子さん

森でゆったりと絵本を読みませんか

美味しいコーヒーを淹れてお待ちしてい
ます。皆さんが持ち寄った絵本を交換し
て、森で自由に読みましょう。１人で読
んでもよし、親子で読んでもよし、美味
しい飲み物を飲みながら森の心地よさを
感じてみませんか。

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
（金沢市夕日寺町ハ１１６）
集合 ９：２０
開始 ９：３０
解散 １２：３０

主催者／とりのなくぞう企画 担当：木谷
９２０‐０９２５ 石川県金沢市天神町２丁目１１‐１８
TEL０７６‐２６３‐５２５５ FAX０７６‐２６３‐５２８３
E-mail：nakuzou@gmail.com
HP：https : //nakuzou.wixsite.com/nakuzou

LINEのQRコード

問合せ＆申込先／主催者と同じ
先着順で受け付け、定員に達した場合はキャンセル待ち
になります。LINE@でも申し込み受け付けています。
https : //lin.ee/gp46ZzK
募集／３月１日（月）～１０月１２日（火）
申込／FAX・E-mail・LINE@

能登オープンデー

10月17日（日）
前泊10月16日（土）
参加費 クラフト等実費あり
対 象 家族やグループ
定 員 １，０００名

家族やグループで様々なブースを体験し
て、自分の手で作る喜びや体を動かす楽
しさを感じましょう。野外活動体験やク
ラフトブース出展を予定しています。ま
た、前泊者限定の楽しいプログラムもあ
ります。申込等詳細は、実施日が近づい
たら、HPで確認してください。

国立能登青少年交流の家

国立能登青少年交流の家

主催者／国立能登青少年交流の家
９２５‐８５３０ 石川県羽咋市柴垣町１４‐５‐６
TEL０７６７‐２２‐３１２１ FAX０７６７‐２２‐３１２５
E-mail：noto@niye.go.jp
HP：https : //noto.niye.go.jp/

問合せ＆申込先／主催者と同じ
詳細はHP、チラシで確認して下さい
申込／電話・ウェブ

岩石と鉱物を知ろう

10月23日（土）
参加費 無料
対 象 小１～小３（保護者同伴必須）
定 員 １０名

大地をつくる岩石と鉱物について、画像
を使って解説し、実物標本で簡単な実験
をします。

石川県立自然史資料館内

受付 １３：００～
開始 １３：３０
解散 １５：３０

主催者／石川県立自然史資料館 担当：桂
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／９月２３日（木・祝）～定員になり次第締切
申込／電話

食事交流会と石文化ウォーク

10月23日（土）
参加費 １，２００円（昼食付き）
対 象 不問
定 員 ３０名

石の里滝ヶ原で石の文化を学びましょ
う！

里山食堂で昼食を味わった後、日本遺産
の構成要素である石橋等をウォーキング
しながら石文化について学ぶことができ
ます。

里山自然学校こまつ滝ヶ原

里山自然学校こまつ滝ヶ原
（小松市滝ヶ原町ウ２０番地）
開始 １１：３０

（うち昼食１時間）
終了 １４：３０

主催者／里山自然学校こまつ滝ヶ原 担当：山下
９２３‐０３３５ 石川県小松市滝ヶ原町ウ２０番地
TEL０７６１‐６５‐２４３６

問合せ＆申込先／TEL０９０‐５６８０‐１５４８（山下）
FAX０７６１‐６５‐２４３６
E-mail：ma.kura０８３０@gmail.com
HP：http : //satoyama-komatsu.com/
募集／４月１日（木）～１０月２２日（金）
申込／電話・FAX・E-mail・ウェブ

能美の里山自然学校

10月23日（土）
参加費 ３，０００円
対 象 小学生
定 員 ２０名

秋を探しに出かけよう

木の実、木の葉、美味しいものはどこに
あるかな。森の中を探検します。

能美市長滝町 七ツ滝と
その周辺緑地

七ツ滝駐車場
受付 ８：４０
開始 ９：００
解散 １６：００

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
TEL０７６１‐５１‐２３０８ 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
４月より募集
申込／電話・FAX・E-mail

防災キャンプ

10月23日（土）～10月24日（日）
1泊2日
参加費 ３，０００円程度
対 象 小学３・４年生
定 員 ３０名

仲間と一緒に体験を通し、防災スキルを
身につけながら、自分の身を守り、助け
合うことの大切さに気付きます。学んだ
ことを活かして、日常の生活をおくるこ
とがねらいです。

国立能登青少年交流の家

国立能登青少年交流の家

主催者／国立能登青少年交流の家
９２５‐８５３０ 石川県羽咋市柴垣町１４‐５‐６
TEL０７６７‐２２‐３１２１ FAX０７６７‐２２‐３１２５
E-mail : noto@niye.go.jp
HP : https : //noto.niye.go.jp/

問合せ＆申込先／主催者と同じ
詳細はHP、チラシで確認して下さい
申込／電話・ウェブ

穂がち体験

10月24日（日）
雨天の場合は翌日
参加費 無料（別途入場料が必要です）
対 象 どなたでも
定 員 １５名

ヒエナギなどで栽培したヒエ・アワなど
の雑穀を、臼とキネ、石臼を用いて脱穀
・精白する。

１ヶ月前から電話などで受付

白山ろく民俗資料館

白山ろく民俗資料館
集合 １０：００
解散 １２：００

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
TEL０７６‐２５９‐２６６５ 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／９月２４日（金）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

楽しい解剖、ダンゴムシのなかま

10月24日（日）
参加費 無料
対 象 小４～中３（保護者同伴必須）
定 員 ５名

ダンゴムシと仲間のミズムシやヨコエビ
の足を解剖して、同じところと違うとこ
ろを比べます。

石川県立自然史資料館内

受付 ９：３０～
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県立自然史資料館 担当：石丸
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／９月２４日（金）～定員になり次第締切
申込／電話

10
月
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秋をあそぶ・親子であそぶ

10月24日（日）
参加費 有料

料金は電話・HP等で確認してください。
対 象 年中児～小学２年生の親子
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾⑬

爽やかな風がほほに心地よい季節となり
ました。森をゆっくり歩いて秋を満喫し
ましょう。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １０：００
終了 １２：００

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／８月１日（日）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

カブトムシをそだてよう

10月24日（日）
参加費 入館料のみ
対 象 小学生以上

（小学生は保護者同伴）
定 員 午前・午後、各５組

カブトムシの育て方について実物を交え
ながら解説する教室です。

石川県ふれあい昆虫館

石川県ふれあい昆虫館
（白山市八幡町戌３）
【午前の部】
開始１０：３０ 終了１１：３０
【午後の部】
開始１３：３０ 終了１４：３０

主催者／石川県ふれあい昆虫館 担当：石川
９２０‐２１１３ 石川県白山市八幡町戌３番地
TEL０７６‐２７２‐３４１７
HP：https : //www.furekon.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
１０月１０日の午前９時から電話のみで受付
募集／１０月１０日（日）～定員になり次第締切
申込／電話

親子秋物語

10月30日（土）～10月31日（日）
1泊2日
参加費 １人３，８００円（リンゴ狩り別料金）
対 象 小・中学生を含む家族・グループ
定 員 ８０名

この体験が親子の物語に！

サツマイモ掘り、リンゴ狩り、アップル
パイ作りなど

石川県立鹿島少年自然の
家、松生りんご園（羽咋
市）

石川県立鹿島少年自然の家

主催者／石川県立鹿島少年自然の家
９２９‐１６３５ 石川県鹿島郡中能登町高畠原山分ハ１
TEL０７６７‐７７‐２２００

問合せ＆申込先／主催者と同じ
約１ケ月前から電話で受け付け

募集／９月３０日（木）～１０月２０日（水）
申込／電話

釣り名人は君だPart1

10月30日（土）～10月31日（日）
1泊2日
参加費 一人３，０００円程度
対 象 小中学生を含む家族
定 員 ６０名（１３家族）

親子魚釣り大会part1

ブラクリの仕掛けで磯釣りを楽しもう。
大漁賞・大物賞など用意。

石川県立能登少年自然の家

石川県立能登少年自然の家

主催者／石川県立能登少年自然の家
９２７‐０６０４ 鳳珠郡能登町字九里川尻１６字２０番地
TEL０７６８‐７２‐２２００

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／９月１４日（火）～定員になり次第締切
申込／電話

森林セラピーアクトもみじウォーキング

10月31日（日）
参加費 無料
対 象 小学生以上

小中学生は保護者同伴
定 員 ２０名

園内の散策コースを歩き、紅葉を見るな
ど、季節の移ろいを実感します。

山道も歩きますので、足元がしっかりと
した靴をご準備ください。雨の後は長靴
が安心です。少雨決行、荒天中止です。

園内遊歩道

旧森林公園事務所
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
集合 ９：３０～１０：００
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／１０月３日（日）～１０月１７日（日）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

鮭の遡上と手取川流域の自然観察会

10月31日（日）
参加費 なし（石川ルーツ交流館入館料

３１０円必要）
対 象 小学生低学年は保護者同伴
定 員 なし

手取川鮭の遡上と石川ルーツ交流館

石川ルーツ交流館→藤塚神社→島田清次
郎生家跡→手取川河口→白山眺望（昼食）
→サーモンフィッシング見学→石川ルー
ツ交流館（解散）

新型コロナ感染防止のためマスク着用を
お願いします。

白山市美川

集合 ９：００
石川ルーツ交流館

開始 ９：００
解散 １５：００

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／TEL０９０‐８２６２‐７０９９（奥名正啓）
申込／不要

秋の葉っぱの観察会

10月31日（日）
参加費 無料
対 象 小１～小６（保護者同伴必須）
定 員 ８名

秋の植物を観察し、季節の移り変わりに
よる植物の変化や生態について学びま
す。

・雨天延期
・飲料、帽子、タオル、カッパ等の雨具
・野外活動に適した服装および靴を着
用。汚れても構わない服装

戸室山

受付 ９：３０～
開始 １０：００
解散 １２：００

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 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／９月３０日（木）～定員になり次第締切
申込／電話

秋の鞍掛山健康登山

10月31日（日）
参加費 無料
対 象 小学校低学年は保護者同伴
定 員 ３０名

秋の鞍掛山を満喫しましょう！

「鞍掛山」は年間延べ１万人近い登山客が
頂上を目指しています。スポーツの秋は
「鞍掛山登山」で決まり！皆さん一緒に
頂上を目指しましょう。皆さん一緒に登
山を楽しみましょう！

鞍掛山

鞍掛山第一駐車場
集合・開始 ９：３０
解散 １３：３０

主催者／里山自然学校こまつ滝ヶ原 担当：山下
９２３‐０３３５ 石川県小松市滝ヶ原町ウ２０番地
TEL０７６１‐６５‐２４３６

問合せ＆申込先／TEL０９０‐５６８０‐１５４８（山下）
FAX０７６１‐６５‐２４３６
E-mail：ma.kura０８３０@gmail.com
HP：http : //satoyama-komatsu.com/
募集／９月３０日（木）～１０月２８日（木）
申込／電話・FAX・E-mail・ウェブ

白山まるごと体験教室 手取峡谷で石こ
ろ探し
10月31日（日）
参加費 ２００円
対 象 小学生以上

（小学生は保護者同伴）
定 員 ２０名

心と体で体験しよう

河原にある様々な石を観察し、川のはた
らき等について考えます。

白山自然保護センター、手
取川河川敷

白山自然保護センター
（白山市木滑ヌ４番地）
受付 ８：３０
開始 ９：００
終了 １５：００

主催者／白山自然保護センター、白山手取川ジオ
パーク推進協議会、協力：白山自然ガイ
ドボランティア友の会
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
約１か月前から電話で受付

募集／９月３０日（木）～定員になり次第締切
申込／電話

わくわく親子あそび塾『五平もちつくり』

10月31日（日）
参加費 親子２人で１，８００円

３人以上割引あり
対 象 ５歳以上の親子・大人
定 員 ６家族程度

手作り味噌をつけてあつあつを食べよう！

竹串を磨いて仕上げたら、くるみ割りも
体験してみよう。
手作りの味噌を作り、ごはんをつぶして
竹串につけたら炭火でこんがり焼いてで
きあがり。

火を使いますので、小さいお子さんは、
注意して見守ってください。

白山市寄新保町６６６‐２
チャレンジ村

白山市チャレンジ村
集合 １３：１５
開始 １３：３０
解散 １６：００

主催者／自然のまなびや本舗 担当：熊岡
FAX０７６１‐７３‐８７３８
E-mail : yoko.１１１７.kuma@gmail.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／９月２５日（土）～定員になり次第締切
申込／FAX・E-mail

10
月
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秋の１日体験（仮）

10月末に開催予定
参加費 １，０００円程度
対 象 未定
定 員 未定

こんなの初めて！をたくさんやってみよ
う！

レクリエーション・野外炊飯と「ココ」
でしかできないワクワク・ドキドキを体
験できます。

未定

受付 ９：００（場所未定）
開始 ９：３０
解散 １６：００

主催者／学生ノートック
E-mail：gakusei@no-tokku.org
HP：http : //www.no-tokku.org/

問合せ＆申込先／主催者と同じ
詳細が決まり次第、ホームページで発表致します
申込／E-mail

TSUKURU
未定
※決まり次第、SNSやHPにて
お知らせいたします
参加費 当日、発表いたします
対 象 ３歳以上
定 員 １００名

～山を大切に想う仲間たちと宝の山づくり～

金沢市住吉町公民館付近で、山や木の良さを感じ
るイベントとして山のお手入れと植林体験やワーク
ショップを開催します。（山のお手入れと植林体験／
１０～１２時、木や山を楽しむワークショップ／１０～１５
時）

最新情報はこちらのページでご確認いただけます。
https：／／www.kagamoku.com／blog／topics／
１６８７／

金沢市住吉町公民館付近

金沢市住吉町公民館
山のお手入れと植林体験
集合 １０：００
開始 １０：１５
解散 １２：００
ワークショップ
１０：００～１５：００の中で自
由に参加

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：https : //www.kagamoku.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
申込／電話・E-mail・ウェブ

11月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地

集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

森林セラピーアクト焼き芋体験1

11月3日（水・祝）
参加費 １名３００円
対 象 ５歳以上

中学生以下は保護者同伴
定 員 ７組

簡単な火起こし、おいしい焼き芋の焼き
方を体験します。

煙の強いにおいが服につきますので、汚
れても良い服装でお越しください。雨天
中止。

集合訓練広場

集合訓練広場
（河北郡津幡町加茂）
集合 ９：３０～１０：００
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／１０月６日（水）～１０月２０日（水）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

収蔵庫探検ツアー

11月3日（水・祝）
参加費 無料
対 象 どなたでも
定 員 １５名

収蔵庫の中を学芸員が案内し、標本やそ
れらを維持・管理する仕事について解説
します。

石川県立自然史資料館内

受付 １３：００～
開始 １３：３０
解散 １５：３０

主催者／石川県立自然史資料館 担当：嶋田
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／１０月３日（日）～定員になり次第締切
申込／電話

四季の獅子吼山麓を楽しもう！（秋編）
11月3日（水・祝）
参加費 大人 ６００円

子供（小学生以下）３００円
※但し昼食・入館料等は含みません

対 象 園児～大人
（※小学生以下保護者同伴）

定 員 ２０名

秋の獅子吼高原で森の中を歩いてみよ
う！「健康・発見」

獅子吼高原（パーク獅子
吼＆樹木公園）

パーク獅子吼ふれあい館
（白山市八幡町リ１１０）
受付 １０：００～
開始 １０：００
解散 １３：３０

主催者／白山獅子吼自然人クラブ（TEAMはくさ
ん２１グループ） 担当：金丸
９２０‐２１６５ 石川県白山市富光寺町１６番地
（合同事務所内）
TEL０９０‐３９２４‐７１６５ FAX０７６‐２７３‐３９２６
E-mail：k-kazu１６@nifty.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／１０月１日（金）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

魚の中の宝石、耳石とりにはまろう

11月6日（土）
参加費 無料
対 象 小４～中３（保護者同伴必須）
定 員 ５名

いろんな魚の頭を解剖して耳石を取り出
し観察します。

・汚れても構わない服装。

石川県立自然史資料館内

受付 ９：３０～
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県立自然史資料館 担当：石丸
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／１０月６日（水）～定員になり次第締切
申込／電話

秋の里山探鳥会

11月6日（土）
参加費 無料
対 象 小学生以上の子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾⑭

自然園の森は木々が色付きはじめ落葉が
始まると、一気に森は明るさを増してき
て冬鳥たちの様子や小鳥たちの冬支度が
見やすくなります。ちょっとのぞいてみ
ましょう。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 ９：００
終了 １１：００

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／９月１日（水）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

動物園の探検ツアー

11月6日（土）～11月7日（日）
1泊2日
参加費 こども３，７００円程度

大人４，７００円程度
対 象 小中学生とその家族
定 員 １５組４０名程度

動物園で探検ツアーやゲームにチャレン
ジ！

いしかわ動物園と連携し、裏側探検ツ
アーや動物園ゲームで親睦を深めるとと
もに交流も深めます。また、野外料理に
も挑戦します。

石川県立白山青年の家

石川県立白山青年の家
（白山市八幡町戌１４２番地）
集合６日（土）・９：００
開始 ９：３０
解散７日（日）・１５：００

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
TEL０７６‐２７２‐３６９５ FAX０７６‐２７２‐３６９４
E-mail：info@hakusanseinen.jp
HP：http : //www.hakusanseinen.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／８月１日（日）～定員になり次第締切
申込／電話

釣り名人は君だPart2

11月6日（土）～11月7日（日）
1泊2日
参加費 一人３，０００円程度
対 象 小中学生を含む家族
定 員 ６０名（１３家族）

親子魚釣り大会part２

ブラクリの仕掛けで磯釣りを楽しもう。
大漁賞・大物賞など用意。

石川県立能登少年自然の家

石川県立能登少年自然の家

主催者／石川県立能登少年自然の家
９２７‐０６０４ 鳳珠郡能登町字九里川尻１６字２０番地
TEL０７６８‐７２‐２２００

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／９月１４日（火）～定員になり次第締切
申込／電話

11
月

10
月
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わんぱく遊び塾『森の秘密基地作り 紅葉編』
11月7日（日）
参加費 大人・小学生以上 １名２，０００円

未就学児（４歳以上）１名１，５００円
幼児（３歳以下） １名 ６００円
※３人目より１名につき５００円引き。

対 象 幼児・小学生親子
定 員 ２０名

秘密の遊び場を作ろう！

紅葉鮮やかなドングリの森で、探検遊びやロープや
布を使って自由な発想で秘密の遊び場を作ります。
午前：里山の探検午後：自由な発想で遊び場づくり

お弁当をご用意ください。
クマ・イノシシ等野生動物出没状況によっては中止
する場合があります。
新型コロナウイルス感染状況によっては時短開催ま
たは中止する場合があります。

加賀市直下町ホーソの森

加賀市三谷地区（予定：
旧松風荘駐車場 加賀市
直下町１９４）
集合 ９：１５
開始 ９：３０
解散 １５：３０

主催者／かが緑の里自然教室 担当：増本
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/

問合せ＆申込先／TEL０９０‐４３２２‐４７８３（増本）
E-mail：kaga-midorinosato@outlook.jp
申込みフォーム：https : //bit.ly/２CsK７wc
問合せフォーム：https : //bit.ly/２CtWgkx
募集開始日に定員を超えるお申し込みがあった
場合は、受け付け開始当日分の中から抽選とい
たしますので、あらかじめご了承下さい。
募集／４月５日（月）～定員になり次第締切
申込／電話・E-mail・ウェブ

橋立自然観察会

11月7日（日）
参加費 なし
対 象 小学生低学年は保護者同伴
定 員 なし

重伝建の街並み、自然公園の木の実を楽
しむ

橋立街並み～橋立自然公園

新型コロナ感染防止のためマスク着用を
お願いします。

加賀市橋立町

集合 ９：００
北前船の里資料館
駐車場

開始 ９：００
解散 １５：００

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／TEL０９０‐２３７０‐７０８３（宮下由美子）
申込／不要

医王山ガイドトレック

11月7日（日）
参加費 １人６，５００円（税・保険料・茶菓

サービス込）
対 象 登山経験のある大人
定 員 ６名

たんけん大好き大人向け（全４回シリーズ）

＜山粧（よそお）う編＞
■概要：医王山の最高峰・奥医王山（９３９
m）に登り、帰りは探検気分でやぶ漕ぎ体
験。秋のブナ林を満喫しつつ、キノコに
巡り合えるかも。
★コース：栃尾登山口P⇒オージャラ⇒奥
医王山⇒尾根コース・＜やぶ漕ぎ＞⇒P
★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。

医王山

浅の川温泉湯楽
集合 ７：００
解散 １５：００（予定）

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／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／９月１日（水）～定員になり次第締切
申込／E-mail・ウェブ

カヤ刈り体験

11月13日（土）
雨天の場合は翌日
参加費 １人３００円
対 象 小学生以上

（小中学生は保護者同伴）
定 員 １０名

カヤぶき屋根や雪囲いに使用したカヤの
かりとり体験です。

１ヶ月前から電話などで受付
作業できる服装

白山市白峰西山地内

白山ろく民俗資料館
集合 １０：００
解散 １２：００

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
TEL０７６‐２５９‐２６６５ 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／１０月１３日（水）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

森林セラピーアクト焼き芋体験2

11月13日（土）
参加費 １名３００円
対 象 ５歳以上

中学生以下は保護者同伴
定 員 ７組

簡単な火起こし、おいしい焼き芋の焼き
方を体験します。

煙の強いにおいが服につきますので、汚
れても良い服装でお越しください。雨天
中止。

集合訓練広場

集合訓練広場
（河北郡津幡町加茂）
集合 ９：３０～１０：００
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／１０月１６日（土）～１０月３０日（土）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

ヤドカリ学級 磯観察で生き物を探そう
11月14日（日）
参加費 無料（高校生以上は入館料２１０

円が必要）
対 象 年齢制限はありませんが、５才

以下のお子様の参加はお勧めで
きません。

定 員 家族単位及び５名程度のグループ３組

能登の里山里海 たいけん はっけん

磯には様々な生物がいます。その行動を
観察し解説します。

のと海洋ふれあいセンター

のと海洋ふれあいセンター
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
開始 １０：３０
終了 １２：００

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／１０月１日（金）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

医王山の大池平自然観察会－錦秋－

11月14日（日）
参加費 なし
対 象 小学生低学年は保護者同伴
定 員 なし

三蛇ヶ滝の絶景と木々の紅葉を楽しむ

医王山ビジターセンター～大池平

新型コロナ感染防止のためマスク着用を
お願いします。

金沢市

集合 ９：００
金沢市奥新保 医
王山ビジターセン
ター

開始 ９：００
解散 １４：００

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／TEL０９０‐８２６２‐７０９９（奥名正啓）
申込／不要

紙の草木染で実験しよう

11月14日（日）
参加費 無料
対 象 小１～小６
定 員 １５名

紫キャベツやセイタカアワダチソウで紙
を染めたり酢や重曹による変化を調べま
す。

・エプロン、白衣などあれば持参

石川県立自然史資料館内

受付 １３：００～
開始 １３：３０
解散 １５：００

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 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／１０月１４日（木）～定員になり次第締切
申込／電話

秋の里山探訪

11月14日（日）
参加費 無料
対 象 小学生以上の子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾⑮

錦秋の自然園の森をゆっくり歩き、美し
い色の木の葉や秋に咲く草花・実を観察
し、生きものたちの暮らしと冬支度の様
子を見てみよう。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １０：００
終了 １２：００

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／９月１日（水）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

昆虫標本をつくろう（カブト）
11月14日（日）
参加費 入館料のみ

※参加にあたっては当館で販売し
ている「かんたん標本セット」
（１，１００円）をご購入いただきます。

対 象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定 員 午前・午後、各５組

カブトムシのオスを標本にする教室で
す。標本にしたカブトムシはお持ち帰り
できます。

石川県ふれあい昆虫館

石川県ふれあい昆虫館
（白山市八幡町戌３）
【午前の部】
開始１０：３０ 終了１１：３０
【午後の部】
開始１３：３０ 終了１４：３０

主催者／石川県ふれあい昆虫館 担当：石川
９２０‐２１１３ 石川県白山市八幡町戌３番地
TEL０７６‐２７２‐３４１７
HP：https : //www.furekon.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
９～１２月に実施する３回分の標本教室を「８月２２日」
９：００より電話受付を開始します。
募集／８月２２日（日）～定員になり次第締切
申込／電話

11
月
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能美の里山ガイドハイク 高野山・揚
原山・蟹淵
11月14日（日）
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

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３７３
m）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

能美市鍋谷町 高野山、揚
原山、蟹淵

こくぞう里山公園交流館
受付 ８：４０
開始 ９：００
解散 １５：００頃

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
TEL０７６１‐５１‐２３０８ 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
約２ヶ月前から受付

申込／電話・FAX・E-mail・往復はがき

タイの頭がい骨を標本にしよう

11月20日（土）
参加費 無料
対 象 小４～中３
定 員 ５名

タイの頭から肉とウロコを取り去り、見
栄えのする骨標本を作ります。

石川県立自然史資料館内

受付 ９：３０～
開始 １０：００
解散 １１：３０

主催者／石川県立自然史資料館 担当：石丸
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／１０月２０日（水）～定員になり次第締切
申込／電話

鎮守の森きのこ観察会と食事交流会

11月20日（土）
参加費 １，２００円（昼食付き）
対 象 不問
定 員 ３０名

鎮守の森の石文化ときのこを満喫しま
しょう。

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。君もキノコ博士になろ
う！

里山自然学校こまつ滝ヶ原

里山自然学校こまつ滝ヶ原
集合 ９：３０
開始 １０：００
解散 １３：００

主催者／里山自然学校こまつ滝ヶ原 担当：山下
９２３‐０３３５ 石川県小松市滝ヶ原町ウ２０番地
TEL０７６１‐６５‐２４３６

問合せ＆申込先／TEL０９０‐５６８０‐１５４８（山下）
FAX０７６１‐６５‐２４３６
E-mail：ma.kura０８３０@gmail.com
HP：http : //satoyama-komatsu.com/
募集／１０月２０日（水）～１１月１７日（水）
申込／電話・FAX・E-mail・ウェブ

県民白山講座 謎解き白山 ～白山の自
然入門編～

11月20日（土）
参加費 無料
対 象 高校生以上
定 員 ６０名

白山を知ろう・申込不要

白山の自然や文化について、謎解きしな
がらわかりやすく解説します。

白山市民交流センター大
会議室

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）
受付 １３：００
開始 １３：３０
解散 １５：３０

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、共催：白山市
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／不要

トチ餅つき体験

11月21日（日）
参加費 １人６００円 要別途入場料
対 象 小学生以上

（小中学生は保護者同伴）
定 員 ３０名

トチ餅についての解説の後、トチの実の
殻割りを体験し、昼食後は参加者一同で
餅つきをします。

１ヶ月前から電話などで受付
昼食、飲み物、手ぬぐい等は各自で持参
ください。

白山ろく民俗資料館

白山ろく民俗資料館
１０：００～１４：００

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
TEL０７６‐２５９‐２６６５ 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／１０月２０日（水）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

晩秋の野鳥観察会

11月23日（火・祝）
参加費 無料
対 象 小学生以上

（中学生以下は保護者同伴）
定 員 ２０名

森林公園内に生息する野鳥や、飛来する
冬鳥を観察し、種の判別を学びます。少
雨決行、荒天の場合室内でのワーク
ショップになります。

アップダウンのあるコースを歩きますの
で、長靴かトレッキングシューズをご準
備ください。メインの観察会場は屋根の
ある観察舎ですので、ご安心ください。
お持ちならば、野鳥図鑑、双眼鏡もご持
参ください（貸出有）。

旧森林公園事務所

旧森林公園事務所
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
集合 ９：３０～１０：００
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／１０月２６日（火）～１１月９日（火）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

落ち葉掻きで焚火だ、たき火
11月23日（火・祝）
参加費 有料

料金は電話・HP等で確認して
ください。

対 象 子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾⑯

赤や黄色の色とりどりの落ち葉の話など
を聞いて家族で楽しく落ち葉掻きしてか
ら「落ち葉焚き」。寒い北風に「ほっこ
り」お芋を焼いて♪あたろうかあたろう
よ。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １０：００
終了 １２：００

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／９月１日（水）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

わくわく親子あそび塾
『ネイチャークラフト』
11月23日（火・祝）
参加費 １人８００円・親子２人で１，２００円（１作品）

親子３人以上割引あり
対 象 ５歳以上の親子・大人
定 員 １５名

ツルや流木でオリジナルアートを作ろう

ツルや流木の中からお気に入りを選び、
木の実など自然物を自由にトッピング、
ホットボンドを使ってあなただけの作品
を作りましょう！

白山市寄新保町６６６‐２
チャレンジ村

白山市チャレンジ村
集合 １３：１５
開始 １３：３０
解散 １６：００

主催者／自然のまなびや本舗 担当：熊岡
FAX０７６１‐７３‐８７３８
E-mail : yoko.１１１７.kuma@gmail.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／１０月１５日（金）～定員になり次第締切
申込／FAX・E-mail

ファミリーキャンプ②

11月27日（土）～11月28日（日）
1泊2日
参加費 ３，０００円程度
対 象 ファミリー
定 員 ５０～６０名

家族で自然体験をすることをとおして、
家族間のコミュニケーションを図りま
す。野外炊飯や野外活動を通して、体験
活動の必要性や重要性を感じ取る機会と
します。

国立能登青少年交流の家

国立能登青少年交流の家

主催者／国立能登青少年交流の家
９２５‐８５３０ 石川県羽咋市柴垣町１４‐５‐６
TEL０７６７‐２２‐３１２１ FAX０７６７‐２２‐３１２５
E-mail：noto@niye.go.jp
HP：https : //noto.niye.go.jp/

問合せ＆申込先／主催者と同じ
申込／電話・ウェブ

ふれる・さぐる・つくる 子どもエコ
タイム

11月28日（日）
参加費 ３００円
対 象 小学生以上
定 員 １５名

おもしろ環境実験⑤ 丸ごとみかんの科学

ミカンは、皮も袋もジュースも丸ごと
とっても役に立つ成分が含まれていま
す。皮やジュースを使った実験をしなが
ら、ミカンの秘密をさぐります。

持ち物：筆記用具、手拭きタオル、エプ
ロン、水筒

金沢市長土塀青少年交流
センター

調理実習室
集合 １３：００（受付開始）
開始 １３：１５
解散 １５：００

主催者／タイムマシンクラブ 担当：舘
E-mail：harucco@topaz.ocn.ne.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／１０月２８日（木）～定員になり次第締切
申込／E-mail

11
月
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プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地
集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

親子料理教室Part1

11月28日（日）
参加費 １家族１，５００円程度
対 象 幼児、小中学生と保護者
定 員 ６０名（１４家族）

君もパティシエ！親子でお菓子作りおい
しいお菓子で笑顔満載！

石川県立能登少年自然の家

石川県立能登少年自然の家

主催者／石川県立能登少年自然の家
９２７‐０６０４ 鳳珠郡能登町字九里川尻１６字２０番地
TEL０７６８‐７２‐２２００

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／１０月２４日（日）～定員になり次第締切
申込／電話

12月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地

集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

親子DEメリークリスマスA

12月4日（土）
参加費 １人７００円程度（材料費別途）
対 象 小中学生とその家族
定 員 ２０組６０名程度

親子でリースとケーキ作りにチャレン
ジ！

クリスマスを前に、クリスマスリースと
ケーキを親子で楽しく作ります。

石川県立白山青年の家

石川県立白山青年の家
（白山市八幡町戌１４２番地）
集合 ９：３０
開始 １０：００
解散 １５：００

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
TEL０７６‐２７２‐３６９５ FAX０７６‐２７２‐３６９４
E-mail：info@hakusanseinen.jp
HP：http : //www.hakusanseinen.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／８月１日（日）～定員になり次第締切
申込／電話

幸福を祈る・アロマ・
クリスマススワッグ作り
12月4日（土）
参加費 ２，０００円
対 象 小学生以上

小学生低学年は保護者同伴
定 員 ２０名

フローリストに学ぶ祝祭のグリーン

クリスマスの飾りとしてブームのスワッグ。クリ
スマスオーナメントで代表的な黄金ヒバ、ブ
ルーアイス、ヒムロ杉の、三大香りのよい針葉樹
と、地域里山で無農薬で栽培されたハーブで作
ります。爽やかな香りが気持ちをリフレッシュ！
ハーブ類はキッチンでお料理に使えます。

持ち物：生け花用はさみ、持ち帰り用のマイバッ
グや風呂敷

教育プラザ富樫

教育プラザ富樫
集合 ９：２０
開始 ９：３０
解散 １１：３０

主催者／NPOエコラボ 担当：中村
TEL０７６‐２５３‐８１１２ 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
募集／１０月１日（金）～１１月２４日（水）
申込／FAX・E-mail・ウェブ

精油で作ってみよう！

12月4日（土）
参加費 １，５００円
対 象 どなたでも
定 員 １０名（１０組のご家族）

風邪予防のオイルと、肩こりオイル作り

温かいハーブティーを飲みながら、寒い
季節におすすめのオイルを使って、から
だの不調を整えてみましょう。

長土塀青少年交流セン
ター

開始 １０：００
解散 １１：００

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／１０月１日（金）～定員になり次第締切
申込／E-mail

イングリッシュキャンプ②
12月4日（土）～12月5日（日）
1泊2日
参加費 ３，０００円程度
対 象 小学生３・４年生または５・６年生

※詳細はHP、チラシで確認し
て下さい

定 員 ５０名

仲間との英語を用いた体験活動を通し
て、外国の文化に触れたり、基本的な表
現に慣れ親しんだりします。

国立能登青少年交流の家

国立能登青少年交流の家

主催者／国立能登青少年交流の家
９２５‐８５３０ 石川県羽咋市柴垣町１４‐５‐６
TEL０７６７‐２２‐３１２１ FAX０７６７‐２２‐３１２５
E-mail：noto@niye.go.jp
HP：https : //noto.niye.go.jp/

問合せ＆申込先／主催者と同じ
詳細はHP、チラシで確認して下さい
申込／電話・ウェブ

親子冬物語

12月4日（土）～12月5日（日）
1泊2日
参加費 １人４，１００円
対 象 小・中学生を含む家族・グループ
定 員 ８０名

この体験が親子の物語に！

親子クラフト（クリスマスツリー）、ク
リスマスのつどい、もちつき体験など

石川県立鹿島少年自然の
家とその周辺

石川県立鹿島少年自然の家

主催者／石川県立鹿島少年自然の家
９２９‐１６３５ 石川県鹿島郡中能登町高畠原山分ハ１
TEL０７６７‐７７‐２２００

問合せ＆申込先／主催者と同じ
約１ケ月前から電話で受け付け

募集／１１月４日（木）～１１月２５日（木）
申込／電話

親子DEメリークリスマスB

12月5日（日）
参加費 １人７００円程度（材料費別途）
対 象 小中学生とその家族
定 員 ２０組６０名程度

親子でリースとケーキ作りにチャレン
ジ！

クリスマスを前に、クリスマスリースと
ケーキを親子で楽しく作ります。

石川県立白山青年の家

石川県立白山青年の家
（白山市八幡町戌１４２番地）
集合 ９：３０
開始 １０：００
解散 １５：００

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
TEL０７６‐２７２‐３６９５ FAX０７６‐２７２‐３６９４
E-mail：info@hakusanseinen.jp
HP：http : //www.hakusanseinen.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／８月１日（日）～定員になり次第締切
申込／電話

クリスマスキャンドルホルダーづくり

12月5日（日）
参加費 一人４００円
対 象 親子小学生（保護者同伴）
定 員 ３０名

園内の葉っぱや小枝などクリスマスの装
飾品を使用して、クリスマスキャンドル
ホルダー作りを行います。

白山ろくテーマパーク吉
岡園地

白山ろくテーマパーク吉
岡園地
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／㈱岸グリーンサービス
問合せ＆申込先／白山ろくテーマパーク吉岡園地
石川県白山市河内町吉岡西８９
TEL０７６‐２７２‐３６３７ FAX０７６‐２７２‐３９３７
E-mail：info@hakusanpark.com
募集／１０月１日（金）～１２月４日（土）
申込／電話・FAX・E-mail

葉脈標本＆クリスマスカードをつくろう

12月5日（日）
参加費 無料
対 象 小１～小６（保護者同伴必須）
定 員 １５名

ヒイラギの葉脈標本を作り、葉脈標本と
押し葉でクリスマスカードに仕上げま
す。

・汚れても構わない服装。

石川県立自然史資料館内

受付 ９：３０～
開始 １０：００
解散 １２：００

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 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／１１月５日（金）～定員になり次第締切
申込／電話

11
月
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集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

昆虫標本をつくろう（カブト）
12月5日（日）
参加費 入館料のみ

※参加にあたっては当館で販売し
ている「かんたん標本セット」
（１，１００円）をご購入いただきます。

対 象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定 員 午前・午後、各５組

カブトムシのオスを標本にする教室で
す。標本にしたカブトムシはお持ち帰り
できます。

石川県ふれあい昆虫館

石川県ふれあい昆虫館
（白山市八幡町戌３）
【午前の部】
開始１０：３０ 終了１１：３０
【午後の部】
開始１３：３０ 終了１４：３０

主催者／石川県ふれあい昆虫館 担当：石川
９２０‐２１１３ 石川県白山市八幡町戌３番地
TEL０７６‐２７２‐３４１７
HP：https : //www.furekon.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
９～１２月に実施する３回分の標本教室を「８月２２日」
９：００より電話受付を開始します。
募集／８月２２日（日）～定員になり次第締切
申込／電話

シイタケ菌入れ体験と食事交流会

12月11日（土）
参加費 ３，０００円（原木数本と昼食付き）
対 象 不問
定 員 ２０名

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。

里山自然学校こまつ滝ヶ原

里山自然学校こまつ滝ヶ原
（小松市滝ヶ原町ウ２０番地）
受付 ９：００
開始 ９：３０
昼食 １２：００
解散 １３：００

主催者／里山自然学校こまつ滝ヶ原 担当：山下
９２３‐０３３５ 石川県小松市滝ヶ原町ウ２０番地
TEL０７６１‐６５‐２４３６

問合せ＆申込先／TEL０９０‐５６８０‐１５４８（山下）
FAX０７６１‐６５‐２４３６
E-mail：ma.kura０８３０@gmail.com
HP：http : //satoyama-komatsu.com/
募集／１１月１１日（木）～１２月８日（水）
申込／電話・FAX・E-mail・ウェブ

ヤドカリ学級 食用海藻を探そう
12月12日（日）
参加費 無料（高校生以上は入館料とし

て２１０円必要）
対 象 年齢制限はありませんが、５才

以下のお子様の参加はお勧めで
きません。

定 員 家族単位及び５名程度のグループ３組

能登里山里海 たいけん はっけん

冬は海藻が元気に伸び始める季節、磯に
出て食用に利用されている海藻を探しま
す。

のと海洋ふれあいセンター

のと海洋ふれあいセンター
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
開始 １０：３０
終了 １２：００

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／１１月１日（月）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

森林セラピーアクト12月の遊歩道ガイ
ドウォーク
12月12日（日）
参加費 無料
対 象 小学生以上

小中学生は保護者同伴
定 員 ２０名

普段あまり行くことのない遊歩道を公園
職員案内のもと歩きます。自然豊かな風
景、生き物の気配を感じながらの散策を
楽しめます。

アップダウンのあるコースを歩きます。
また、ぬかるみ、滑りやすい箇所等ござい
ますので、長靴やトレッキングシューズ
をご用意ください。少雨決行、荒天中止。

園内遊歩道

旧森林公園事務所
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
集合 ９：３０～１０：００
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／１１月１４日（日）～１１月２８日（日）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

自然素材で「X'mas飾り」作り教室
12月12日（日）
参加費 有料

料金は電話・HP等で確認して
ください。

対 象 子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾⑰

里山の自然素材（「葉」「実」「枝」「蔓」など）
を上手に使って、楽しいクリスマス飾りを親
子やお孫さんとご一緒に作ってみません
か。一味違ったクリスマスがやってくるか
も。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １０：００
終了 １２：００

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／１０月１日（金）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

里山の餅つき体験会

12月18日（土）
参加費 ５００円（※幼児無料）
対 象 不問
定 員 ３０名

お餅をついて・食べて新年を迎えよう！

木臼の餅つき体験を行います。お餅を食
べて粘り強く健康になりましょう。

里山自然学校こまつ滝ヶ原

里山自然学校こまつ滝ヶ原
（小松市滝ヶ原町ウ２０番地）
集合・開始 １０：００
解散 １３：００

主催者／里山自然学校こまつ滝ヶ原 担当：山下
９２３‐０３３５ 石川県小松市滝ヶ原町ウ２０番地
TEL０７６１‐６５‐２４３６

問合せ＆申込先／TEL０９０‐５６８０‐１５４８（山下）
FAX０７６１‐６５‐２４３６
E-mail：ma.kura０８３０@gmail.com
HP：http : //satoyama-komatsu.com/
募集／１１月１８日（木）～１２月１５日（水）
申込／電話・FAX・E-mail・ウェブ

ミニ門松づくり

12月19日（日）
①9：00～12：00②13：00～16：00
参加費 １名７００円
対 象 大人
定 員 各回１０名

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。

作業しやすい服装でお越しください。

インフォメーションセンター

インフォメーションセンター
（河北郡津幡町字津幡エ１４）
①集合 ８：３０～９：００
開始 ９：００
解散 １２：００
②集合 １２：３０～１３：００
開始 １３：００
解散 １６：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／１１月２１日（日）～１２月５日（日）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

親子門松物語

12月19日（日）
参加費 １人１，３００円
対 象 小・中学生を含む家族・グループ
定 員 ４０名

この体験が親子の物語に！

オリジナル門松で、特別なお正月を！

石川県立鹿島少年自然の家

石川県立鹿島少年自然の家

主催者／石川県立鹿島少年自然の家
９２９‐１６３５ 石川県鹿島郡中能登町高畠原山分ハ１
TEL０７６７‐７７‐２２００

問合せ＆申込先／主催者と同じ
約１ケ月前から電話で受け付け

募集／１１月１９日（金）～１２月９日（木）
申込／電話

自然素材で「正月飾り」作り教室
12月25日（土）
参加費 有料

料金は電話・HP等で確認して
ください。

対 象 子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾⑱

里山のいろいろな自然素材と水引や色紙
などを使って、我が家のオリジナル「お
正月飾り」を作ってみませんか。玄関やお
部屋に飾って新しい年を迎えましょう。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １０：００
終了 １２：００

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／１０月１日（金）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

12
月
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2022年 1月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地

集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

スキー指導者養成講習会

1月8日（土）～1月9日（日）
1泊2日
参加費 一人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

スキー技術とスキー活動指導法の習得 白山ろく少年自然の家お
よび周辺のスキー場

白山ろく少年自然の家

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番地
TEL０７６‐２５６‐７１１４
HP：http : //www.hakusan６.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
約１か月前から受付（休館日は除く）
申込／電話

親子DEみそづくり

1月15日（土）
参加費 １人７００円程度（材料費別途）
対 象 小中学生とその家族
定 員 ２５組８０名程度

鶴来伝統の手法でみそ作りにチャレン
ジ！

鶴来伝統のみそ作りにチャレンジし、わ
が家のみそを作ります。

石川県立白山青年の家

石川県立白山青年の家
（白山市八幡町戌１４２番地）
集合 ９：３０
開始 １０：００
解散 １５：００

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
TEL０７６‐２７２‐３６９５ FAX０７６‐２７２‐３６９４
E-mail：info@hakusanseinen.jp
HP：http : //www.hakusanseinen.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／１２月１日（水）～定員になり次第締切
申込／電話

お正月納めの左義長焚き
1月15日（土）
参加費 有料

料金は電話・HP等で確認して
ください。

対 象 子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾⑲

組んだ竹笹に「歳徳金神」の幟旗を立て
る「左義長」。お正月飾りや旧年のお札、
書初めなどを焚き、お餅やミカンなどを
焼いて一年の無病息災を誓い、お正月を
納めます。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １０：００
終了 １２：００

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／１１月１日（月）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

へぎそば作り

1月16日（日）
参加費 ８００円程度
対 象 幼児・小学生とその保護者
定 員 ３０名

ふのり入りのそばを打ち、打ったそばの
つるっとしたのど越しが楽しめます。

募集については開催１か月前からHPでお
知らせします。

石川県立能登少年自然の家

石川県立能登少年自然の家

主催者／石川県立能登少年自然の家
９２７‐０６０４ 鳳珠郡能登町字九里川尻１６字２０番地
TEL０７６８‐７２‐２２００

問合せ＆申込先／主催者と同じ
申込／電話

冬の里山探鳥会

1月22日（土）
参加費 無料
対 象 小学生以上の子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾⑳

冬鳥たちもそろそろ北へ旅立ちの準備の
季節を迎えています。自然園の森に憩う
冬鳥たちの声を聴き、旅立ち前の様子を
訪ねてみよう。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １０：００
終了 １２：００

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／１１月１日（月）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

森林セラピーアクト１月の遊歩道ガイド
ウォーク
1月30日（日）
参加費 無料
対 象 小学生以上

小中学生は保護者同伴
定 員 １５名

普段あまり行くことのない遊歩道を公園
職員案内のもと歩きます。自然豊かな風
景、生き物の気配を感じながらの散策を
楽しめます。

アップダウンのあるコースを歩きます。
また、ぬかるみ、滑りやすい箇所等ござい
ますので、長靴やトレッキングシューズ
をご用意ください。少雨決行、荒天中止。

園内遊歩道

インフォメーションセン
ター
（河北郡津幡町字津幡エ１４）
集合 ９：３０～１０：００
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／１２月２６日（日）～２０２２年１月１６日（日）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

冬をあそぶ・親子であそぶ
1月30日（日）
参加費 有料

料金は電話・HP等で確認して
ください。

対 象 年中児～小学２年生の親子
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾㉑

雪の季節も森はにぎやかです。真っ白な
雪の森は意外に明るく探検してみよう。
木々の間からなにか見つけてみません
か。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １０：００
終了 １２：００

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／１１月１日（月）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

2月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地

集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

能美の里山自然学校

2月5日（土）
参加費 ３，０００円
対 象 小学生
定 員 ２０名

かんじきで歩こう

かんじきを履いて歩いてみよう。うまく
歩けるかな。夏には出会えない何かが見
つかるかも。

能美市長滝町 七ツ滝周
辺緑地
（積雪状況により内容や開
催場所を変更します。）

こくぞう里山公園交流館
受付 ８：４０
開始 ９：００
解散 １６：００

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
TEL０７６１‐５１‐２３０８ 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
４月より募集
申込／電話・FAX・E-mail

1
月

2
月
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2
月

プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地
集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

エンジョイ家族「スノーチャレンジ」

2月5日（土）～2月6日（日）
1泊2日
参加費 一人４，０００円程度
対 象 小中学生を含む家族（小学３年

生以上）
定 員 ４０名（１０家族程度）

家族で一緒にスキーとチューブ滑り・エ
アボード体験。
内容：スキー教室、チューブ滑り、エア
ボード体験

白山ろく少年自然の家お
よび周辺のスキー場

白山ろく少年自然の家

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番地
TEL０７６‐２５６‐７１１４
HP : http : //www.hakusan６.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
約１か月前から受付（休館日は除く）
申込／電話

親子料理教室Part2

2月11日（金・祝）
参加費 １家族１，５００円程度
対 象 幼児、小中学生と保護者
定 員 ６０名（１４家族）

君もパティシエ！親子でお菓子作りおい
しいお菓子で笑顔満載！

石川県立能登少年自然の家

石川県立能登少年自然の家

主催者／石川県立能登少年自然の家
９２７‐０６０４ 鳳珠郡能登町字九里川尻１６字２０番地
TEL０７６８‐７２‐２２００

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／２０２２年１月９日（日）～定員になり次第締切
申込／電話

白山まるごと体験教室 白山ろくけもの
セミナー～動物観察と狩猟話～
2月13日（日）
参加費 ２，０００円
対 象 小学生以上

（小学生は保護者同伴）
定 員 ２０名

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。

ブナオ山観察舎とその周
辺、白山ふもと会

ブナオ山観察舎
（白山市尾添ソ７２‐５）
受付 ８：３０
開会 ９：００
終了 １５：００

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
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
約１か月前から電話で受付

募集／２０２２年１月１３日（木）～定員になり次第締切
申込／電話

親子クレープ物語

2月13日（日）
参加費 １人９００円
対 象 小・中学生を含む家族・グループ
定 員 ４０名

この体験が親子の物語に！

オリジナル「クレープ」を親子でつくろ
う！

石川県立鹿島少年自然の家

石川県立鹿島少年自然の家

主催者／石川県立鹿島少年自然の家
９２９‐１６３５ 石川県鹿島郡中能登町高畠原山分ハ１
TEL０７６７‐７７‐２２００

問合せ＆申込先／主催者と同じ
約１ケ月前から電話で受け付け

募集／２０２２年１月１３日（木）～２月３日（木）
申込／電話

冬の里山ガイドウオーク

2月13日（日）
参加費 無料
対 象 小学生以上の子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾㉒

雪があれば昔ながらの「和かんじき」や
スノーシューをはいて雪上散歩し、かわ
いい動物たちの足跡を追うなど、冬の明
るい林内を自然園の登録ガイドがご案内
します。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １０：００
終了 １２：００

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／１２月１日（水）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

河北潟でバードウォッチングをしよう

2月19日（土）
参加費 無料
対 象 小３～大人

（小学生は保護者同伴必須）
定 員 １０名

河北潟で見られるサギや猛禽類に加え、
カモやカイツブリなどの渡り鳥を観察し
ます。

・雨天中止。双眼鏡を所有する参加者は
持参
・野外活動に適した服装と履物

河北潟周辺

受付 ９：３０～
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県立自然史資料館 担当：嶋田
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／２０２２年１月１９日（水）～定員になり次第締切
申込／電話

ヤドカリ学級 磯でヤドカリをつかまえよう
2月20日（日）
参加費 無料（高校生以上は入館料２１０円

が必要）
対 象 年齢制限はありませんが５才以

下のお子様の参加はお勧めでき
ません。

定 員 家族単位及び５名程度のグループ３組

能登里山里海 たいけん はっけん

磯の浅場で見られるヤドカリとエビの仲
間を捕まえて観察しませんか。

のと海洋ふれあいセンター

のと海洋ふれあいセンター
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
開始 １０：３０
終了 １２：００

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／２０２２年１月１日（土・祝）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

貝がらを調べてみよう
2月23日（水・祝）
参加費 中学生以上１，０００円、小学生５００円

付添のみの方は中学生以上５００
円、小学生以下３００円
（参加費には、保険料も含まれます。）

対 象 小学生以上（小中学生は保護者同伴）
定 員 １５名

海岸で貝がらを拾い、その種類を調べます。

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（必要なら）、バケツ、持ち帰り用箱
をご用意ください。海辺ですので、想像以上に寒さを感
じるものです。暖かい飲み物をお持ちください。また、非
常に日差しが強いので、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。終始野外で過ごします。雨天及
び気象に関する注意報が発令されることが予想される
場合は前日に中止を決定しますので、ご了承ください。

石川県志賀町増穂浦海岸

石川県志賀町増穂浦海岸
（詳細は参加証に明記して
お知らせします）
受付 ９：３０～１０：００
開始 １０：００
終了 １２：３０

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／２０２２年１月１日（土・祝）～２月１６日（水）
申込／電話・E-mail

四季の獅子吼山麓を楽しもう！（冬編）
2月23日（水・祝）
参加費 大人 １，０００円

子供（小学生以下）５００円
※但し昼食・入館料等は含みません

対 象 園児～大人
（※小学生以下保護者同伴）

定 員 ２０名

冬の獅子吼山麓で雪と遊ぼう（そり、かんじ
き体験と雪合戦）

パーク獅子吼ふれあい館
周辺

パーク獅子吼ふれあい館前
（白山市八幡町リ１１０）
受付 １０：００～
開始 １０：００
解散 １３：３０

主催者／白山獅子吼自然人クラブ（TEAMはくさ
ん２１グループ） 担当：金丸
９２０‐２１６５ 石川県白山市富光寺町１６番地
（合同事務所内）
TEL０９０‐３９２４‐７１６５ FAX０７６‐２７３‐３９２６
E-mail：k-kazu１６@nifty.com

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／２０２２年１月５日（水）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E‐mail

ふれる・さぐる・つくる 子どもエコ
タイム

2月27日（日）
参加費 ３００円
対 象 小学生以上
定 員 １５名

おもしろ環境実験⑥ 微化石を見つけよう

水の中のケイソウという小さな生き物
は、メダカや小さな魚の餌になるプラン
クトンです。このケイソウは、大昔から
現代まで存在し続け、珪藻土の中に化石
として見つけることができます。レース
のような化石を探してみませんか？

持ち物：筆記用具、手拭きタオル、水筒

夕日寺健民自然園

体験工房
集合 １３：００受付
開始 １３：１５
解散 １６：００

主催者／タイムマシンクラブ 担当：舘
E-mail：harucco@topaz.ocn.ne.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／２０２２年１月２７日（木）～定員になり次第締切
申込／E‐mail
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プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地
集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

森林セラピーアクト２月の遊歩道ガイド
ウォーク
2月27日（日）
参加費 無料
対 象 小学生以上

小中学生は保護者同伴
定 員 ２０名

普段あまり行くことのない遊歩道を公園
職員案内のもと歩きます。自然豊かな風
景、生き物の気配を感じながらの散策を
楽しめます。

アップダウンのあるコースを歩きます。
また、ぬかるみ、滑りやすい箇所等ござ
いますので、長靴やトレッキングシュー
ズをご用意ください。少雨決行、荒天中
止。

園内遊歩道

インフォメーションセン
ター
（河北郡津幡町字津幡エ１４）
集合 ９：３０～１０：００
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／２０２２年１月３０日（日）～２月１３日（日）
申込／FAX・E‐mail・往復はがき

里山雪灯り～モウソウチクの竹灯籠づくり
2月27日（日）
参加費 有料

料金は電話・HP等で確認して
ください。

対 象 小学生以上の子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾㉓

里山放置後の繁茂で厄介者扱いの「モウ
ソウチク」を今に有効活用することが大
切です。個性的な竹灯籠を作り、幻想的
な雪灯りの風情を演出してみませんか。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １５：００
終了 １６：３０

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／１２月１日（水）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E‐mail

昆虫標本をつくろう（チョウ）
2月27日（日）
参加費 入館料のみ

※参加にあたっては当館で販売し
ている「かんたん標本セット」
（１，１００円）をご購入いただきます。

対 象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定 員 午前・午後、各５組

昆虫館で飼育展示している日本最大級の
チョウ、オオゴマダラを標本にする教室
です。標本にしたチョウはお持ち帰りで
きます。

石川県ふれあい昆虫館

石川県ふれあい昆虫館
（白山市八幡町戌３）
【午前の部】
開始１０：３０ 終了１１：３０
【午後の部】
開始１３：３０ 終了１４：３０

主催者／石川県ふれあい昆虫館 担当：石川
９２０‐２１１３ 石川県白山市八幡町戌３番地
TEL０７６‐２７２‐３４１７
HP：https : //www.furekon.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
２、３月に実施する２回分の標本教室を「２月１３日」
９：００より電話受付を開始します。
募集／２０２２年２月１３日（日）～定員になり次第締切
申込／電話

3月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地

集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

いしかわの自然談話会

3月5日（土）
参加費 無料（高校生以上の方入館料２１０

円が必要）
対 象 石川県の自然に興味関心のある方
定 員 ２０名

石川県の自然史（特に海とそこに住む生
きもの、生息環境など）に関するちょっ
とした話題や関心事を題材に情報交換を
行います。

のと海洋ふれあいセンター、
海の自然体験館

のと海洋ふれあいセンター
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
開始 １３：３０
終了 １５：００

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／２０２２年２月１日（火）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

ヤドカリ学級 春の磯を観察しよう
3月6日（日）
参加費 無料（高校生以上は入館料２１０

円が必要）
対 象 年齢制限はありませんが５才以

下のお子様の参加はお勧めでき
ません。

定 員 家族単位及び５名程度のグループ３組

能登の里山里海 たいけん はっけん

九十九湾に訪れた春の気配を観察してみ
ませんか。

のと海洋ふれあいセンター

のと海洋ふれあいセンタ－
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
開始 １０：３０
終了 １２：００

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／２０２２年２月１日（火）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

医王山ガイドトレック

3月6日（日）
参加費 １人６，５００円（税・保険料・茶菓

サービス込）
対 象 登山経験のある大人
定 員 ６名

たんけん大好き大人向け（全４回シリーズ）

＜山眠る編＞
■概要：春や秋とはまったく雰囲気が異なる冬山。晴
れたときの景色や山々の眺望は格別です。人気の医王
山で雪山デビューしませんか？
★コース：見上峠⇒医王の里⇒西尾平⇒白兀山（往復）
★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。
★かんじき（スノーシュー）が必要です。かんじきレ
ンタル可（５００円）。

医王山スキー場駐車場
（キゴ山ビジターハウス下
あたり）
集合 ７：００
解散 １５：００（予定）

注意事項：※集合時間・場
所が雪等の状況により変
更となる場合があります。

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／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／２０２２年２月１日（火）～定員になり次第締切
申込／E-mail・ウェブ

親子料理教室Part3

3月6日（日）
参加費 １家族１，５００円程度
対 象 幼児、小中学生と保護者
定 員 ６０名（１４家族）

親子で楽しく料理にチャレンジ！ 石川県立能登少年自然の家

石川県立能登少年自然の家

主催者／石川県立能登少年自然の家
９２７‐０６０４ 鳳珠郡能登町字九里川尻１６字２０番地
TEL０７６８‐７２‐２２００

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／２０２２年２月１３日（日）～定員になり次第締切
申込／電話

親子DE手打ち！A（うどん）

3月12日（土）
参加費 １人１，０００円程度
対 象 小中学生とその家族
定 員 ２０組６０名程度

親子で手打ちうどんにチャレンジ！

親子で協力してうどん打ちにチャレンジ
します。

石川県立白山青年の家

石川県立白山青年の家
（白山市八幡町戌１４２番地）
集合 ９：３０
開始 １０：００
解散 １５：００

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
TEL０７６‐２７２‐３６９５ FAX０７６‐２７２‐３６９４
E-mail：info@hakusanseinen.jp
HP：http : //www.hakusanseinen.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／１２月１日（水）～定員になり次第締切
申込／電話

親子DE手打ち！B（そば）

3月13日（日）
参加費 １人１，０００円程度
対 象 小中学生とその家族
定 員 ２０組６０名程度

親子で手打ちそばにチャレンジ！

親子で協力してそば打ちにチャレンジし
ます。

石川県立白山青年の家

石川県立白山青年の家
（白山市八幡町戌１４２番地）
集合 ９：３０
開始 １０：００
解散 １５：００

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
TEL０７６‐２７２‐３６９５ FAX０７６‐２７２‐３６９４
E-mail：info@hakusanseinen.jp
HP：http : //www.hakusanseinen.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
募集／１２月１日（水）～定員になり次第締切
申込／電話

2
月
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トキのエサをさがせ！

3月13日（日）
参加費 一人５００円（保険代のみ）
対 象 小学生以上の子供と保護者
定 員 １０組２０名

トキのえさを元気な田んぼで！生き物探
しをしよう！

ちびっ子自然センターで集合・解散
→開校式を済ませ田んぼへ移動する
→トキの餌となる生き物の観察と記録
→観察した水中昆虫の種類と分析の解説
→絶滅していく水中昆虫の保護の仕方を考える
→ふりかえり・解散

小雨決行しますので着替えなどは万全に備えてください

ちびっ子自然センター
（羽咋市柳田町シ１）

ちびっ子自然センター
受付 ９：００
解散 １１：３０

主催者／NPO日中朱鷺保護協会 担当：太磨
TEL０９０‐７５８９‐３０２２ FAX０７６７‐２２‐０１１８
E-mail：baspn３１０５３@yahoo.co.jp

問合せ＆申込先／キャンセルの場合、キャンセル料
は頂きませんが速やかに事務局に連絡ください。
定員に達し次第受付終了します。
募集／２０２２年２月１日（火）～２月２８日（月）
申込／電話・FAX・E-mail

食用キノコの栽培技術勉強会
3月13日（日）
参加費 有料

料金は電話・HP等で確認して
ください。

対 象 小学生以上の子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾㉔

里山保全での間伐材を活用し「ホダ木」
としてこれに植菌し、キノコの栽培方法
を習得し、家族で食用キノコを育てて、
「里山の恵み」を考える一つのきっかけ
にしましょう。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １０：００
終了 １２：００

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／２０２２年１月１日（土・祝）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

昆虫標本をつくろう（カブト）
3月13日（日）
参加費 入館料のみ

※参加にあたっては当館で販売し
ている「かんたん標本セット」
（１，１００円）をご購入いただきます。

対 象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定 員 午前・午後、各５組

カブトムシのオスを標本にする教室で
す。標本にしたカブトムシはお持ち帰り
できます。

石川県ふれあい昆虫館

石川県ふれあい昆虫館
（白山市八幡町戌３）
【午前の部】
開始１０：３０ 終了１１：３０
【午後の部】
開始１３：３０ 終了１４：３０

主催者／石川県ふれあい昆虫館 担当：石川
９２０‐２１１３ 石川県白山市八幡町戌３番地
TEL０７６‐２７２‐３４１７
HP：https : //www.furekon.jp

問合せ＆申込先／主催者と同じ
２、３月に実施する２回分の標本教室を「２月１３日」
９：００より電話受付を開始します。
募集／２０２２年２月１３日（日）～定員になり次第締切
申込／電話

早春のトンボの楽園環境整備活動

3月19日（土）
参加費 無料

※昼食付き ８００円
対 象 不問
定 員 なし

生き物と共存できる環境を創ろう

滝ヶ原の「トンボの楽園」を整備します。
希少生物を保全・生物多様性を維持して
いくため、皆様のご協力をお待ちしてお
ります。皆様の積極的ご参加をお待ちし
ております！

鍬・スコップをご持参いただけると幸い
です。

鞍掛山第二駐車場

鞍掛山第二駐車場
（小松市滝ヶ原町）
集合・開始 ９：００
解散 １１：００

主催者／里山自然学校こまつ滝ヶ原 担当：山下
９２３‐０３３５ 石川県小松市滝ヶ原町ウ２０番地
TEL０７６１‐６５‐２４３６

問合せ＆申込先／TEL０９０‐５６８０‐１５４８（山下）
FAX０７６１‐６５‐２４３６
E-mail：ma.kura０８３０@gmail.com
HP：http : //satoyama-komatsu.com/
募集／２０２２年３月１日（火）～３月１６日（水）
申込／電話・FAX・E-mail・ウェブ

わんぱく遊び塾『伝説の城跡を探し出せ!!』

3月20日（日）
参加費 大人・小学生以上 １名２，０００円

※３人目より１名５００円引き。
対 象 小学生親子
定 員 ２０名

チャレンジ！里山のアドベンチャー！！

道なき道をかき分けて、羽柴秀吉が攻めたと伝わる戦国時代の山城跡を
探検しよう！この時期ならではの遊びが出来る里山は、まさに冒険の砦。
何が待ち受けているのか！？
午前：探検の準備（ロープワーク・地図読み体験）午後：城山の探検

お弁当をご用意ください。
クマ・イノシシ等野生動物出没状況によっては中止する場合があります。
新型コロナウイルス感染状況によっては時短開催または中止する場合が
あります。

加賀市日谷町 檜屋城跡
と周辺の里山

加賀市三谷地区（詳細未定）
集合 ９：１５
開始 ９：３０
解散 １５：３０

主催者／かが緑の里自然教室 担当：増本
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/

問合せ＆申込先／TEL０９０‐４３２２‐４７８３（増本）
E-mail：kaga-midorinosato@outlook.jp
申込みフォーム：https : //bit.ly/２CsK７wc
問合せフォーム：https : //bit.ly/２CtWgkx
募集開始日に定員を超えるお申し込みがあった
場合は、受け付け開始当日分の中から抽選とい
たしますので、あらかじめご了承下さい。
募集／４月５日（月）～定員になり次第締切
申込／電話・E-mail・ウェブ

鞍掛山山開き

3月20日（日）
参加費 無料
対 象 小学校低学年は保護者同伴
定 員 ３０名

安全、健康、環境維持祈願の山開き！

「鞍掛山」は年間延べ１万人近い登山客が
頂上を目指しています。登山者の安全・
健康を祈願すると同時に山の環境維持を
願い、山開きと同時に皆さん、山へ登り
ましょう。皆さん一緒に登山を楽しみま
しょう！

飲料物、お弁当はご持参ください。

鞍掛山

鞍掛山第一駐車場
集合・開始 ８：３０
解散 １３：００

主催者／里山自然学校こまつ滝ヶ原 担当：山下
９２３‐０３３５ 石川県小松市滝ヶ原町ウ２０番地
TEL０７６１‐６５‐２４３６

問合せ＆申込先／TEL０９０‐５６８０‐１５４８（山下）
FAX０７６１‐６５‐２４３６
E-mail：ma.kura０８３０@gmail.com
HP：http : //satoyama-komatsu.com/
募集／２０２２年３月１日（火）～３月１７日（木）
申込／電話・FAX・E-mail・ウェブ

貝がらを調べてみよう
3月21日（月・祝）
参加費 中学生以上１，０００円、小学生５００円

付添のみの方は中学生以上５００
円、小学生以下３００円
（参加費には、保険料も含まれます。）

対 象 小学生以上（小中学生は保護者同伴）
定 員 １５名

海岸で貝がらを拾い、その種類を調べます。

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（必要なら）、バケツ、持ち帰り用箱
をご用意ください。海辺ですので、想像以上に寒さを感
じるものです。暖かい飲み物をお持ちください。また、非
常に日差しが強いので、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。終始野外で過ごします。雨天及
び気象に関する注意報が発令されることが予想される
場合は前日に中止を決定しますので、ご了承ください。

石川県志賀町増穂浦海岸

石川県志賀町増穂浦海岸
（詳細は参加証に明記して
お知らせします）
受付 ９：３０～１０：００
開始 １０：００
終了 １２：３０

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／２０２２年１月１日（土）～３月１４日（月）
申込／電話・E-mail

早春の里山探訪

3月26日（土）
参加費 無料
対 象 小学生以上の子ども・親子・大人
定 員 コロナ禍で定員１０名（室内）程度

１５名（野外）程度

夕日寺里山楽習塾㉕

自然園の森にももうすぐ春がやってきま
す。「春の訪れ」を見つけに来ませんか。
早咲きの草花や春植物たちを訪ねてみよ
う。

原則、開催日前日までに電話、FAX又は
E-mailで申込

夕日寺健民自然園

夕日寺健民自然園
開始 １０：００
終了 １２：００

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／２０２２年１月１日（土・祝）～定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E-mail

春のウォーキング

3月27日（日）
参加費 無料
対 象 小学生以上

小中学生は保護者同伴
定 員 ２０名

春の到来を五感を通して実感します。

アップダウンのあるコースを歩きます。
また、ぬかるみ、滑りやすい箇所等ござ
いますので、長靴やトレッキングシュー
ズをご用意ください。少雨決行、荒天中
止。

園内遊歩道

旧森林公園事務所
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
集合 ９：３０～１０：００
開始 １０：００
解散 １２：００

主催者／石川県森林公園 担当：内藤
９２９‐０３２３ 石川県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
必ず参加者全員の氏名、年齢、性別をご連絡下さい。
募集／２０２２年２月２７日（日）～３月１３日（日）
申込／FAX・E-mail・往復はがき

能美の里山ガイドハイク 七ツ滝と瀧浪

3月27日（日）
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

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。

能美市長滝町 七ツ滝と
その周辺緑地

七ツ滝駐車場
受付 ８：４０
開始 ９：００
解散 １２：００

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
TEL０７６１‐５１‐２３０８ FAX０７６１‐５１‐２３０８
E-mail : info@nominosatoyama.com
HP : http : //www.nominosatoyama.com/

問合せ＆申込先／約２ヶ月前から受付
主催者と同じ
申込／電話・FAX・E-mail・往復はがき

3
月
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プログラム名・日程・参加費・対象・定員 概 要 開催地
集合解散場所・時間 主催者・問合せ・申込先

春キャンプ（仮）

3月末に開催予定
参加費 ３０，０００円程度
対 象 未定
定 員 未定

こんなの初めて！をたくさんやってみよ
う！

レクリエーション・野外炊飯と「ココ」
でしかできないワクワク・ドキドキを体
験できます。

未定

受付 ８：００～８：３０
（石川県立大学）

開始 ８：３０
解散 １６：００

主催者／学生ノートック
E-mail：gakusei@no-tokku.org
HP：http : //www.no-tokku.org/

問合せ＆申込先／主催者と同じ
詳細が決まり次第、ホームページで発表致します
申込／E-mail

3
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。
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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。　


