「白山のてっぺんから、
森も、里山も、川も、日本海の中まで」
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。
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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

複通
数
月年

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

概

開催地
集合解散場所・時間

要

担当：古源
Cafe フクロ 主催者／アドベンチャードアーズ
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
Tree＋ing Cafe フクロ
E‐mail：info@adventure-doors.com
ウの森
HP：https : //adventure-doors.com
（野々市市末松１‐５６）
（火）
〜１１月２０日
（日）
募集／３月１日
申込／電話・E‐mail・ウェブ

ツリークライミング

自分の力だけでこんなに高く登れるなん Tree＋ing
て
ウの森

3月20日
（日）〜11月20日（日）
3月中旬から11月中旬まで常時開催

３月中旬から１１月中旬まで常時開催

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、
小学生低学年以下は保護者
同伴
定 員 ３名／１開催

主催者・問合せ・申込先

主催者／青空自主保育 おひさまぼっこ 担当：橋場
繋 ★おひさまぼっこ
金沢市、能美市近郊の里
HP：https : //ohisamabokko.wixsite.com/-site
問合せ＆申込先／E‐mail：ohisamabokko@gmail.com
山里海、田んぼなど
内容は活動ごとに異なります。
TEL０９０‐７０８２‐１７２８（橋場）
★ちびぼっこ探検隊
（金）
〜２０２３年３月３１日（金）
場所：こくぞう里山公園 募集／４月１日
★おひさまぼっこ
申込／電話・E‐mail・ウェブ
詳しくは HP をご覧ください
4月1日
（金）〜2023年3月31日
（金）
★おひさまぼっこ
参加費 単発会員：一回１，
５００円＋子どもの人数×年間保険料１，
０００円
９時半〜１３時頃が多いです
年間会員：年会費６，
０００円＋子どもの人数×年間保険料１，
０００円 ★ちびぼっこ探検隊日程（おもに第３金曜日） ★ちびぼっこ
見学体験料：５００円
４ /１５ はるの探検隊♪食べる野草探し
集合 ９ ：５０
★ちびぼっこ… 価格： 詳しくは HP をご覧ください
５ /２０ みどりの探検隊♪草花あそび
開始 １０：００
対 象 ★青空自主保育おひさまぼっこ
６ /１７ あめあめ探検隊♪色水あそび
解散 １２：００
★おひさまぼっこ HP
★ちびぼっこ LINE
０歳〜大人まで。※基本親子参加
７ / １ ビオトープ探検隊♪ザリガニ釣り
野外保育・自然保育に興味がある方。
９ /１６ はたけ探検隊♪たたき染め遊び
（大学生ボランティア受け入れ可）
１０/１４ あきの探検隊♪秋探し
★ちびぼっこ
１１/１８ コロコロ探検隊♪どんぐり遊び
０〜６歳の親 子 月１回 程 度 予 定。完 全
１２/ ２ ふゆのはじまり探検隊♪アート遊び
プログラム制。
１ /２０ たき火探検隊♪空き缶クッキング
定 員 １回５０人以内
２ /１７ ふゆの探検隊♪雪遊び

おひさまぼっこ

〜子どもを真ん中に
がろう〜

そとはじめ〜0歳からの自然あそび〜

ちょっと森までおでかけしよう！

4月1日（金）〜2023年3月31日（金）
毎月1〜2回（詳細は HP）
参加費 １組１，
５００円（保険料込）
対 象 ０〜３歳の親子
定 員 １０組程度

おでかけさん

4月1日（金）〜2023年3月31日（金）
参加費 ２００円〜（各回実費＋保険料）
対 象 ０歳〜大人まで
定 員 各回１０組程度

いろいろボディメイク×アロマケア
4月4日
（月）〜2023年3月6日
（月）
参加費
対 象
定

一人１，
５００円（オイル代、保険含む）
中学生以上（お子さんの同伴は
自己の責任となります）
員 ２０人程度

ノルディックウォーキング白山一里野温泉

4月9日
（土）〜11月8日（火）
参加費 ２，
５００円
対 象 小学４年生以上
定 員 ２０名

自然と

人と

赤ちゃんと気軽になんとなく森へ山へお
散歩にでかけてみませんか？
成長を楽しむポイント（視覚・嗅覚・触
覚・平衡感覚・味覚・聴覚）に沿って皆
で森をのんびりお散歩しながら赤ちゃん
との時間を満喫するためのヒントを見つ
けます。いつもと違う赤ちゃんとのつな
がりが見えるかも。

担当：遠藤
夕日寺健民自然園・大乗 主催者／おでかけさん
E‐mail：３@cocoya.org
寺丘陵公園など
HP：http : //３３.cocoya.org
夕日寺健民自然園または 問合せ＆申込先／主催者と同じ
（金）
〜定員になり次第締切
募集／４月１日
大乗寺丘陵公園
申込／E‐mail・ウェブ
集合 ９ ：４５
開始 １０：００
解散 １２：００

１０：００ わらべうたでごあいさつ・今日
の感覚器のおはなし
１０：３０ 森のお散歩
１２：００ 文学遊び・自由解散
自然を通じて集える場所

夕日寺健民自然園、こく 主催者／おでかけさん
担当：遠藤
ぞう里山公園など金沢市
E‐mail：３@cocoya.org
赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃん 近郊
HP：http : //３３.cocoya.org
までいろんな人が集まって、里山おさん
問合せ＆申込先／主催者と同じ
ぽ、農業体験、自然素材を活かした芸術 各回詳細は HP 参照
（金）
〜２０２３年３月３１日（金）
募集／４月１日
活動、里山の伝統行事など、さまざまな
申込／E‐mail・ウェブ
シリーズのプログラムを実施します。
（各
シリーズの詳細は HP 参照）

毎日を元気で過ごすために

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
令和４年４月〜令和５年３月６日まで月１回月 奥卯辰山健民公園 とん
TEL０７６‐２６４‐０３９５ FAX０７６‐２２４‐３２９４
曜日に実施、４月４日、５月９日、６月６日、７ ぼテラス
E‐mail：okuutatu@kishigreen.co.jp
月４日、９月５日、１０月３日、１１月７日、１２ （金沢市若松町エ‐８５）
（火）
〜２０２３年２月２８日（火）
募集／３月１日
集合 ９ ：３０
月５日、２月６日、３月６日
申込／電話・FAX・E‐mail
開始 １０：００
解散 １２：００
奥卯辰山健民公園

大自然の中にすっぽり包まれてみませんか?? 白山一里野温泉周辺
ノルディックウォーキングを楽しみなが 一里野
ら自然に親しみ、健康づくりも楽しむ。 集合 １０：００
地域の歴史や昔話にもふれあう。
解散 １２：３０
①４月９日 ブナオ山観察舎へ出かけよう
②５月９日 蛇谷自然観察路で山野草との
出会い③６月９日 ブナの森、大林遊歩道
へ進もう④７月９日 中宮集落散策とけが
さ神社⑤８月８日 ねっか島の森を歩こう
⑥９月８日 白山白川郷ホワイトロードへ
⑦１０月８日 ゴンドラに乗って桧の巨木
に会いに行こう⑧１１月８日 一里野から
岩間道、絶景の紅葉を満喫！

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
（火）
〜定員になり次第締切
募集／３月１日
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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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

貴方もポールで里山を歩いてみません 大乗寺丘陵公園及び周辺
ポールを使って自然の中を歩こう！
か？
（大乗寺・野田墓地・山科ほか）
『歩いて健康、歩いて発見』

複通
数
月年

4月10日
（日）〜11月20日（日）
参加費

対
定

大人５００円／子供
（小学生以下）
２００円
（用具・保険・資料・指導料含む）
※マイポール持参の方は上記より
２００円引き
象 園児〜大人（高齢者）
（園児〜小学生低学年は保護者同伴）
員 １５名

ノルディック・ウォーク体験
①4/13、②5/11、③6/8、④7/13、⑤8/10、
⑥9/14、⑦10/12、⑧11/9、⑨12/14、
⑩2023/1/11、⑪2/8、⑫3/8
参加費 １名５００円
ポールレンタル代は無料です。
対 象 大人
定 員 ２０名

ちびサロン

4月14日（木）〜2023年3月23日（木）
参加費

親子で１，
７００円 お子さま２人目
から＋３００円（プレ パ ス 割 引 あ
り）＋お米１合
対 象 概ね０〜３歳児の親子
定 員 ８組程度

子育てママのリフレッシュ散歩

4月19日(火)~12月6日(火)
毎月第３火曜日（5月は第4、8月は
なし、12月は第1）実施

主催者／いしかわ NW 健幸クラブ
（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
４月〜１１月
大乗寺丘陵公園見晴らし
（北陸 K・K 企画内）
４/１０・５/１５・６/１９・７/１７・８/２１・９/２５・１０/１６・ ハウス前（金沢市長坂・
TEL０９０‐３９２４‐７１６５ FAX０７６‐２７３‐３９２６
１１/２０
E‐mail：k‐kazu１６@nifty.com
山科町）
問合せ＆申込先／主催者と同じ
集合・受付 ９ ：４０〜
準備：歩きやすい服装、靴、帽子、雨具、 開始 １０：００〜
約２か月前から受付
タオル、マスク、飲み物（水、お茶など） 終了 １１：３０
（火）
〜定員になり次第締切
募集／３月１日
（コースにより若干終了時 申込／電話・FAX・E‐mail・ウェブ
間は変更になる場合があ
ります。
）

主催者／石川県森林公園
担当：野村
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
旧森林公園事務所
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
※１２月〜２月 は イ ン フ ォ
メーションセンター集合 問合せ＆申込先／主催者と同じ
お申込み方法について詳しくはホームページを
解散
アップダウンのあるコースを歩きますの 集合 ９ ：３０〜１０：００
ご覧ください。
で、トレッキングシューズなどしっかり 開始 １０：００
（金）
〜２０２３年３月７日（火）
募集／４月１日
とした装備をご準備ください。ポールの 解散 １２：００
申込／ウェブ
レンタルあります（数に限りあり）
。
ノルディック・ウォーク用ポールの基本
的使い方を知り、安全かつ健康的に森林
公園を歩きます。
受付 ９ ：３０〜１０：００
開始 １０：００
終了 １２：００

園内遊歩道

こどももおかあさんも、ほっとできる場

なくぞうハウス

親子でゆっくりとお散歩した後、お釜で なくぞうハウス
ご飯を炊きましょう。子育ての悩みや情 （金沢市湯涌荒屋町）
報交換しながら、みんなでご飯をいただ 集合 １０：００ごろ
解散 １４：００ごろ
きます。
４/１４・２８、
５/１２・２６、
６/９・２３、
７/７・２１、
８/４・
２５、
９/８・２２、１０/１３・２７、１１/１０・２４、１２/８、
２０２３/３/９・２３の木曜に実施

LINE の QR コード

（火）
〜定員になり次第締切
募集／３月１日
申込／E‐mail・ウェブ
お子さんと離れて、リフレッシュ散歩し なくぞうハウス
よう
なくぞうハウス
子育て中のママが集まり、ワイワイガヤ （金沢市湯涌荒屋町）
ガヤとお散歩を楽しみます。お子さんと 集合 １０：００
離れて、自分の時間を作ることで、リフ 解散 １４：００
レッシュしましょう
開催日 ４/１９・５/２４・６/２１・７/１９・９/２０・
１０/１８・１１/１５・１２/６

参加費 １，
５００円＋お米１合
対 象 子育て中のママ
定 員 １０人程度

森の子育てサロン〜今年はモリモリ〜

4月23日
（土）〜2023年3月12日
（日）
プログラムを選んでお申込みいただけます
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１人５０円程
度
キャンセル料 実施日の３日前を過ぎてキャンセルさ
れた場合、１家族につき８４０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

親子で楽しむたき火会
4月23日
（土）〜2023年2月26日
（日）
春の親子で楽しむたき火会 4/23
（土）
・4/24
（日）
夏の親子で楽しむたき火会 7/2
（土）
・7/3
（日）
秋の親子で楽しむたき火会 9/10
（土）
・9/11
（日）
冬の親子で楽しむたき火会 ２０２３/2/25（土）
・2/26（日）
参加費

対
定
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大人１人１，
５００円、
子ども
（３歳〜）
１人１，
０００円
※３歳未満無料（子ども２人目か
ら５００円）
象 保育園児〜小学生とその保護者
※兄弟姉妹の参加可能
員 各日親子３組まで

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２‐１１‐１８
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
各回前々日までに、LINE でお
申込みください
申込まれた方には、詳細をお知
らせします

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２‐１１‐１８
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
実施日の前々日までに、LINE
でお申し込みください
申込まれた方には、詳細をお知
らせします
LINE の QR コード

（火）
〜定員になり次第締切
募集／３月１日
申込／ウェブ
森で子育てしませんか

夕日寺健民自然園

（土）
・４/２４
（日）
♡４/２３
〜春にモリモリ〜新芽をつんでおやつをつくろう
♡５/８
（日）
・５/１５
（日）
〜はっぱモリモリ〜はっぱを集めてお茶を作ろう
♡６/１２
（日）
・６/１９
（日）
〜ザリガニモリモリ〜ザリガニ釣りに挑戦しよう
♡７/１８
（月・祝）
・７/２４
（日）
〜作ってモリモリ〜竹を切って水鉄砲をつくろう
♡９/１９
（月・祝）
・９/２５
（日）
〜たき火でモリモリ〜たき火でご飯を炊こう
♡１０/９
（日）
・１０/１０
（月・祝）
〜どんぐりモリモリ〜どんぐりなど木の実であそぼう
♡１１/３
（木・祝）
・１１/６
（日）
〜おち葉でモリモリ〜おち葉を集めてやきいもを焼こう
♡１１/２０
（日）
〜イクメンモリモリ〜おとうさんと自然で遊ぼう
♡２０２３年１/１５
（日）
・１/２２
（日）
〜雪にモリモリ〜雪あそびや動物の足あとを探そう
♡３/５
（日）
・３/１２
（日）
〜芽ばえにモリモリ〜早春の森で春をさがそう

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２‐１１‐１８
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 の QR コード

募集／３月１日
（火）
〜定員になり次第締切
申込／FAX・E‐mail・ウェブ

主催者／おてんとさん
担当：生駒
竹の浦館
（加賀市大聖寺瀬越町イ１９‐１） 問 合 せ＆申 込 先／問 い 合 わ せ
フォームよりお申込みいただく
竹の浦館
か、メールに参加希望日を記入
集合 １３：２０
してお申し込みください。先着
開始 １３：３０
順です。申し込み後２日以内に
申し込みフォーム
①材料集め
受付完了メールをお送りしま
②たき火作り
す。３日たっても返信がない場
合は、改めてメールにてお問い
③おやつ作り
合わせください。
解散 １５：３０頃
E‐mail：liferecreation.７２７@gmail.com
TEL０９０‐９９４４‐３０７３
募集／３月１日
（火）
〜２０２３年２月２３日
（木・祝）
汚れても良い動きやすい服装、燃えにく
申込／E‐mail・ウェブ
い素材の服、煙が苦手な方はゴーグル
最近、火を見ていますか？火は暖をとっ
たり、温かい料理を作ったりできる便利
なものです。火の扱い方を知っておくと
キャンプや防災にも役立ちますよ♪
このプログラムでは五感をすべて使いま
す。
季節を感じながら、自然 に あ る も の を
使って一からたき火を作り、そのたき火
でおやつを作って一緒に楽しみましょ
う。たき火がはじめての方もやったこと
がある方も大歓迎です♪

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

アウトドアで出会いが見つかる
【独身限定】山飯づくりで婚活しよう
①4月24日（日）
②5月22日（日）
③6月19日（日）
①〜③全ての参加が必須です。
参加費 全３回、１５，
０００円
対 象 ３０〜４５歳以下の独身者
全てに参加でき、自然散策がで
きる方
定 員 男女 各１０名 計２０名
（最少催行人数：１０名）

楽しもう！白山麓 days 中宮早春 days
4月29日
（金・祝）
〜5月5日
（木・祝）
参加費
対 象
定 員

無料
どなたでも
なし

中宮展示館ガイドウォーク
4月29日
（金・祝）
〜11月6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）

市ノ瀬ビジターセンターガイドウォーク
5月1日
（日）〜11月3日
（木・祝）
原則として土・日・祝日のみの実施
参加費
対 象
定

無料
どなたでも（小学生以下は保護
者同伴）
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）

ゆめたね★キッズレンジャー
5月14日
（土）〜2023年3月11日
（土）
年9回、基本第2土曜実施
5/14、
6/11、7/9、9/10、11/12、
12/10、
2023/2/11、3/11
8/4は日帰り立山散策

概

要

開催地
集合解散場所・時間

①キゴ山ふれあい研修セ
ンター
（金沢市小豆沢町ヲ４）
集合 ８ ：３０
①４／２４
開始 ８ ：４５
仲間づくりと初めての山飯づくり。
解散 １６：００
②５／２２
②瀬波川キャンプ場
軽登山・山飯づくり・焚き火を楽しみ （白山市瀬波子１９‐５）
集合 ８ ：３０
ます。
開始 ８ ：４５
③６／１９
軽登山・山飯づくりと交流を深めます。 解散 １６：００
③医王の里オートキャンプ場
（金沢市大菱池町へ１〜５合併６）
・参加申込者には詳細をご案内します。 集合 ８ ：３０
・荒天・新型コロナ感染状況により内容 開始 ８ ：４５
を変更・中止する場合があります。
解散 １６：００

アウトドアで出会いを見つける
３回シリーズの婚活支援プログラム

白山麓を楽しもう・申込不要

主催者・問合せ・申込先
主催者／たんぽぽ HAPPY プロジェクト 担当：中西
E‐mail：happytanpopo@gmail.com
問合せ＆申込先／主催者と同じ
定員になり次第締切
（金）
〜４月２０日
（水）
募集／４月１日
申込／E‐mail

主催者／白山自然保護センター
協力：中宮温泉組合、
白山自然ガイドボラ
ンティア友の会
期間中の毎日、早春の蛇谷自然観察路を 中宮展示館
９２０‐２３２６ 石川県白山市木滑ヌ４番地
ガイドし、一面に咲くカタクリなど、春 （白山市中宮オ９）
TEL０７６‐２５５‐５３２１ FAX０７６‐２５５‐５３２３
ガイドウォーク
植物を観察します。
E‐mail：hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
HP：https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
１０：００〜１２：００、
１３：００〜
問合せ＆申込先／主催者と同じ
１５：００の随時
申込／不要
中宮展示館

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
中宮展示館裏にある蛇谷自然観察路を、 中宮展示館
TEL０７６‐２５５‐５３２１ FAX０７６‐２５５‐５３２３
白山自然ガイドボランティアや職員の案 （白山市中宮オ９）
E‐mail：hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
内で散策します。春の新緑、夏の昆虫、 １０：００〜１２：００、１３：００
HP：https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
秋の紅葉など、季節を通して白山麓の豊 〜１５：００の間の１〜２時間 問合せ＆申込先／主催者と同じ
申込／不要
かな自然を満喫できます。
遊び心で歩こう

中宮展示館

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
市ノ瀬ビジターセンター周辺にある自然 市ノ瀬ビジターセンター
TEL０７６‐２５５‐５３２１ FAX０７６‐２５５‐５３２３
観察路を、白山自然ガイドボランティア （白山市白峰ノ‐３５‐１）
E‐mail：hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
や職員の案内で散策します。白山麓の豊 １０：００〜１２：００、１３：００
HP：https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
かな自然の中で、心も体もリフレッシュ 〜１５：００の間の１〜２時間
問合せ＆申込先／主催者と同じ
できますよ。
申込／不要
遊び心で歩こう

市ノ瀬ビジターセンター

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
験できる活動です。

夕日寺健民自然園
集合 ９ ：５０
開始 １０：００
解散 １５：００
８／４のみ別

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
定員になり次第終了
申込／E‐mail・ウェブ

参加費 ３０，
０００円
対 象 小学生
定 員 １５名程度
トキの里で生きものの大切さをみつけよう 羽咋市ちびっ子自然センター 主催者／NPO 法人日本中国朱鷺保護協会
担当：松井
①５月１５日
（日）
春の野鳥をみつけよう
羽咋市ちびっ子自然センター 問合せ＆申込先／
②６月５日
（日）
スナビキソウとアサギマダ （羽咋市柳田町シ１）
TEL・FAX ０７６７‐７４‐２１７３ 携帯０９０‐８２６６‐５２４０
ラをみつけよう
E‐mail：matsui３９２２@yahoo.co.jp
集合 ９ ：２０
③６月２６日
（日）
イカリモンハンミョウを 開始 ９ ：３０
各回２ヶ月前から受付を開始
みつけよう
※プログラムにより移動
※申し込まれた方には詳細をお送りします。
④７月３１日
（日）
トキのエサをみつけよう① あり
（火）
〜定員になり次第締切
募集／３月１５日
⑤８月７日
（日）
夏の昆虫をみつけよう
申込／FAX・E‐mail
解散 １２：００
⑥８月２１日
（日）
トキのエサをみつけよう②
⑦９月２５日
（日）
アキアカネをみつけよう
①5/15、②6/5、③6/26、④7/31、⑤8/7 ⑥8/21、 ⑧１０月９日（日）フジバカマとアサギマダ
ラをみつけよう
⑦9/25、⑧10/9、⑨11/20、⑩2023/3/26
⑨１１月２０日
（日）
秋の野鳥をみつけよう
参加費 １回の参加費 大人３００円 小人
⑩２０２３年３月２６日
（日）
ホクリクサンショ
１００円
ウウオをみつけよう
※中・高生等の学生１００円
◎各回、トキの絵ハガキや香り袋、無農
対 象 どなたでも（小学生以下は保護
薬栽培した野菜などの『宝さがし』もあ
者同伴）
りますので、お楽しみに！
定 員 各回２０人程度

トキの里で宝ものさがし

おさんぽくらぶ♪2022

親子の里山・自然あそび！教室

夕日寺健民自然園

風も土もおひさまも虫も、みんなともだ 受付 ９ ：３０
ち！身体を動かしてはらぺこに。おいし 開始 １０：００
く食べる！習慣をつけよう。
解散 １３：００

①5/18、②6/15、③7/13、④8/24、
⑤9/14、⑥10/12、⑦11/16
※月1回水曜 全7回
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 ２０１８年４月〜２０２０年３月生まれのお子
さんと、お母さんなど保護者
定 員 １０組程度

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/

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
申込／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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複通
数
月年

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

森林セラピープラス
複通
数
月年

①5/19
（ヨガ体験）、②6/18
（ハンモック体験）
、
③7/
14
（笑いヨガ体験）、④9/17（バランスボール体験）
、
⑤10/13（ハンモック体験）
、
⑥11
/10（ヨガ体験）
、⑦12/15（笑いヨ
ガ体験）
、
⑧2023/1/15（バランス
ボール体験）
参加費 ２，
０００円
対 象 １５歳以上
定 員 １０名

白山自然ガイドボランティア養成講座
5月21日
（土）〜7月3日（日）
1回目：5月21日（土）〜22日（日）
2回目：6月12日（日）
3回目：7月3日（日）
参加費 １回目のみ１泊３食５，
０００円程度
２回目以降無料
対 象 １８歳以上
定 員 ２０名

アドベンチャーキャンプ
5月29日
（日）〜9月25日（日）
①5/29、②7/16〜17、③9/24〜25
参加費 １５，
０００円
対 象 小学５年、６年生、中学生
定 員 ２０名

スノーケリング教室
7月1日
（金）〜9月30日（金）
参加費 ２，
０００円
（高校生以上は別途入館料２１０円
が必要）
対 象 水を恐れない小学５年生以上
定 員 １０名程度

別当出合〜室堂
別当出合〜南竜

自然観察会

7月16日
（土）〜8月14日（日）
参加費
対 象
定 員

なし
制限なし
なし

白山室堂・南竜自然観察会

7月16日
（土）〜8月15日（月）
参加費
対 象
定 員

なし
制限なし
なし

楽しもう！白山麓 days 中宮水遊び days

7月16日
（土）〜7月24日（日）
参加費
対 象
定 員

無料
どなたでも
なし

体験スノーケリング

概

要

白山の豊かな自然を訪れる方に知っても １回目：中宮展示館
２回目：市ノ瀬ビジターセ
らう
ンター
講義と実践を通して、インタープリテー ３回目：白山自然保護セン
ション（自然解説活動）についての理解 ター
を深めます。実際にガイドを行う中宮展
示館や市ノ瀬ビジターセンターで、活動 各回会場現地
の紹介と実地研修を行います。また、救 集合 ８ ：４５
開始 ９ ：００
急救命講習も実施します。
終了 １６：００
（１回目１５：００）
瀬波川の自然大冒険！

能登の海が教室
学校や公民館、ボーイスカウトなどの団
体を対象としてスノーケリングの技術
や、適切な磯生物の観察方法を解説しま
す。スケジュールは実施希望団体と調整
します。
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無料
どなたでも
なし

瀬波川キャンプ場

のと海洋ふれあいセンター 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
のと海洋ふれあいセンター
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
E‐mail：nmci@notomarine.jp
集合 １０：００
HP：http : //notomarine.jp/
開始 １０：３０
問合せ＆申込先／主催者と同じ
終了 １２：３０
実施日の１か月以上前に相談・打ち合わせが必要
申込／電話・FAX・E‐mail

白山登山道（主に砂防新道） 主催者／石川県自然解説員研究会
担当：奥名
TEL０９０‐８２６２‐７０９９
白山別当出合〜室堂
HP：https : //kaisetuin.jimdo.com/
登り（土曜日 ７／１６ ７／２３ ７／３０
８／６ ８／１３）
登り：７：００別当出合出発 問合せ＆申込先／主催者と同じ
下り（日曜日 ７／１７ ７／２４ ７／３１
下り：９：００室堂出発
申込／不要
８／７ ８／１４）
白山別当出合〜南竜
登り：８：００別当出合出発
新型コロナ感染防止のためマスク着用を 下り：９：００南竜出発
途中で参加・離脱は自由
お願いします。
白山の登山道にて自然解説します

白山 室堂および南竜周 主催者／石川県自然解説員研究会
担当：奥名
辺
TEL０９０‐８２６２‐７０９９
期間毎日
HP：https : //kaisetuin.jimdo.com/
室堂：お池巡り、室堂平 観 察 会（１５時、 各々放送にて集合場所と
問合せ＆申込先／主催者と同じ
１６時の２回）
時間を案内
南竜：早朝観察会、南竜周辺観察会（１５ 室堂：お池巡りは日の出 申込／不要
時、１６時の２回）
、スライド上映
後山頂付近、観察会は室
堂
新型コロナ感染防止のためマスク着用を 南竜：いずれも南竜セン
お願いします。
トラルロッジ
白山の高山植物と山岳風景を楽しむ

白山麓を楽しもう・申込不要

主催者／白山自然保護センター
協力：中宮温泉組合、白山自然ガイドボ
期間中の毎日、中宮展示館周辺をガイド 中宮展示館
ランティア友の会
９２０‐２３２６ 石川県白山市木滑ヌ４番地
し、蛇谷や蛇谷自然観察路で見られる動 （白山市中宮オ９）
TEL０７６‐２５５‐５３２１ FAX０７６‐２５５‐５３２３
植物を観察します。館内では中宮周辺の ガイドウォーク
１０：００〜１２：００、
１３：００〜
E‐mail：hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
生き物の展示も行っています。
１５：００の随時
HP：https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
申込／不要
海の生き物と友達になろう

参加費 ２，
０００円
（高校生以上は別途入館料２１０円
が必要）
対 象 水を恐れない小学校５年生以上
定 員 １０名程度

参加費
対 象
定 員

主催者／白山自然保護センター
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：https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（金）
〜５月１３日
（金）
募集／３月１８日
申込／電話・FAX・E‐mail

主催者／石川県キャンプ協会
担当：田丸
E‐mail：ishikawa@camping.or.jp
①５／２９ キャンプ場周辺散策、出会い 瀬波川キャンプ場
HP：https : //ishikawa.camping.or.jp/
のつどい
問合せ＆申込先／主催者と同じ
②７／１６〜１７ 沢登り、ごり採り体験、野 詳 細 は、協 会 HP に て ご
申し込みは必ず協会 HP より各事業要項をご確
外炊飯、ロープワーク体験、ふりかえり 確認ください
認の上、お申込みください。
③９／２４〜２５ オンソ リ 山 登 山、野 外 料
（金）
〜５月１３日
（金）
募集／４月１日
理体験、キャンプファイヤ、ふりかえり
申込／ウェブ
※詳細は、協会 HP でご確認下さい。

透明度抜群の能登の海にウェットスーツ

10月8日
（土）〜10月16日（日）

主催者・問合せ・申込先

五感を通して森林の癒し効果を実感しま 森 林 公 園 イ ン フ ォ メ ー 主催者／津幡町森林セラピー推進協議会
担当：野村
す。受付、ガイダンス、健康チェック、 ションセンターから園内
TEL０７６‐２８８‐６４４９
リラックスタイム、森林散歩、体験型プ 遊歩道
HP：https：／／www．town．tsubata．lg．jp／therapy／
ログラム、健康チェック、終了
インフォメーションセン 問合せ＆申込先／連絡先：津幡町森林セラピー推
進協議会事務局（森林公園インフォメーション
アップダウンのあるコースを歩きます。 ター（河北郡津幡町字津
センター内） TEL０７６‐２８８‐６４４９
妊婦の方、既往歴のある方はかかりつけ 幡エ１４）
お申し込み方法：「津幡町森林セラピー推進協
集合 ９ ：００〜 ９ ：３０
医にご相談ください。
議会」ホームページ内お申込みフォームからお
開始 ９ ：３０
申込みください。
解散 １２：００
募集／４月１日
（金）
〜２０２３年１月８日（日）
申込／ウェブ

7月23日
（土）、7月24日（日）
、7月30日
（土）
、7月31 を着て入り、様々な海の生きものを観察
日
（日）
、8月6日（土）、8月7日（日）、8月13日（土）、 します。スノーケリングの基本的な技術
と適切な磯生物の観察法も解説します。
8月14日
（日）

楽しもう！白山麓 days 中宮紅葉 days

開催地
集合解散場所・時間

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
る秋の景色を満喫します。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

のと海洋ふれあいセンター 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
のと海洋ふれあいセンター
TEL０７６８‐７４‐１９１９ FAX０７６８‐７４‐１９２０
E‐mail：nmci@notomarine.jp
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
集合 １０：００
HP：http : //notomarine.jp/
開始 １０：３０
問合せ＆申込先／主催者と同じ
終了 １２：３０
申込／電話・FAX・E‐mail

主催者／白山自然保護センター
協力：中宮温泉組合、白山自然ガイドボ
ランティア友の会
中宮展示館
９２０‐２３２６ 石川県白山市木滑ヌ４番地
（白山市中宮オ９）
ガイドウォーク
TEL０７６‐２５５‐５３２１ FAX０７６‐２５５‐５３２３
１０：００〜１２：００、
１３：００〜
E‐mail：hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
１５：００の随時
HP：https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
申込／不要
中宮展示館

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

ブナオ山観察舎かんじきハイク
12月17日
（土）〜2023年3月21日
（火・祝）
原則として土・日・祝日、
積雪時のみの実施
参加費
対 象
定

無料
どなたでも（小学生以下は保護
者同伴）
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）

楽しもう！白山麓 days
ブナオ山観察舎

要

雪遊び days

無料
どなたでも
なし

開催地
集合解散場所・時間

主催者・問合せ・申込先

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
ブナオ山観察舎周辺の雪の森の中を、か ブナオ山観察舎
TEL０７６‐２５５‐５３２１ FAX０７６‐２５５‐５３２３
んじきを使って散策します。今まで経験 （白山市尾添ソ７２‐５）
E‐mail：hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
したことのない雪の中の散策は、きっと １０：００〜１２：００、１３：００
〜１５：００の間の１〜２時間
HP：https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
忘れられない思い出になるでしょう。
問合せ＆申込先／主催者と同じ
申込／不要
遊び心で歩こう

ブナオ山観察舎

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
一面の銀世界の中、かんじきをはいて雪 ブナオ山観察舎
９２０‐２３２６ 石川県白山市木滑ヌ４番地
の森に出かけたり、雪の滑り台を体験で （白山市尾添ソ７２‐５）
TEL０７６‐２５５‐５３２１ FAX０７６‐２５５‐５３２３
E‐mail：hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
きたりします。館内では木の実や木の枝 かんじきハイク
１０：００〜１２：００、
１３：００〜
HP：https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
を使ったクラフトもできます。
１５：００の随時
問合せ＆申込先／主催者と同じ
申込／不要
白山麓を楽しもう・申込不要

2023年1月4日（水）
〜1月9日
（月・祝）
参加費
対 象
定 員

概

ブナオ山観察舎

4月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員

明神壁トレッキング
4月2日
（土）
参加費

大人１，
０００円
小学生〜高校生５００円
対 象 小学校３年生以上
（小学生は保護者同伴）
定 員 １５名

春を味わう Wild クッキング
4月9日
（土）
参加費

対
定

大人１，
５００円
小学生〜高校生１，
０００円
幼児無料
象 どなたでも
（小学生以下は保護者同伴要）
員 ６組（１組４名まで）

親子でカヤック！①

4月9日
（土）
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

きのこの森づくり活動
4月10日
（日）
参加費
対
定

大人５００円
子ども４００円
象 小学生以上
（小中学生は保護者同伴）
員 ２０名

春のセンスオブワンダーワークショップ
〜自然と仲良しになろう〜
4月14日
（木）
参加費 １人１００円
（レクリエーション保険）
対 象 一般
こどもの同伴可
定 員 ２０名

春の里山ハイキング
4月16日
（土）
参加費

大人１，
０００円
小学生〜高校生５００円
対 象 小学校３年生以上
（小学生は保護者同伴）
定 員 １５名

概

要

主催者・問合せ・申込先

明神壁から望む白山、手取川は絶景！

白山市下野〜白山市若原 主催者／㈱岸グリーンサービス
（旧鳥越）
問合せ＆申込先／白山ろくテーマパーク公園センター
手取川付近から春の花を愛でながら歩き、昔、天
TEL０７６‐２７２‐３６３７ FAX０７６‐２７２‐３９３７
狗がいたという明神壁に登ります（登り口から
白山ろくテーマパーク河
E‐mail：info@hakusanpark.com
明神壁までは４０分）。
（火）
〜４月１日
（金）
合・下野園地
募集／３月１日
雨天中止。中止の場合は前日までに連絡します。 （白山市下野町）
申込／電話・FAX・E‐mail
天候等により内容の一部変更あり。
開始 １０：００
飲み物、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運動靴（軽 解散 １４：００
登山靴や長靴が好ましい）で集合して下さい。
キャンプ場周辺を散策し食べられる植物 白山吉野オートキャンプ場
を摘んで BBQ サイトで調理します。吉
野の里にやってきた春を目で口で美味し 白山吉野オートキャンプ場
く楽しみましょう。
（白山市吉野）
開始 １０：００
自分のお箸、お皿、カップの持参をお願 解散 １４：００
いします。
荒天の場合中止になります。
探検気分で漕ぎ出そう！

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
（火）
〜４月８日
（金）
募集／３月１日
申込／電話・FAX・E‐mail

主催者／一般社団法人加賀みどりの楽校
９２２‐０６７１ 石川県加賀市大聖寺瀬越町２３の１９４番地の１
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 「竹の浦館」正門
問合せ＆申込先／かが緑の里自然教室
漕ぎ出そう！
（加賀市大聖寺瀬越町イ１９‐１） TEL０９０‐４３２２‐４７８３（増本）
E‐mail：kaga‐midorinosato@outlook.jp
１日３回（各回１時間程度） ①９：３０〜 ②１１：００〜 ③１３：３０〜
①集合 ９：１５ 解散１１：００
申込みフォーム：https : //bit.ly/２UNUP７I
子どもだけの乗艇は出来ません。
②集合１０：４５ 解散１２：３０
濡れてもよい服・履物、着替えをご用意下さい。
問合せフォーム：https : //bit.ly/２CtWgkx
③集合１３
：
１５
解散１５
：
００
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
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/
します。
募集／３月１０日
（木）
〜４月４日
（月）
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。
申込／電話・E‐mail・ウェブ

大聖寺川下流域

特用林産物であるシイタケの植菌を体験 つばたの森
しつつ、森林の利活用、資源の循環につ
いても学びます。
石川県森林公園園内
（詳細は案内図参照）
集合 ８ ：３０〜 ９ ：００
開始 ９ ：００
解散 １２：００

春の樹木や草花の美しさを感じてみましょう

大乗寺丘陵公園

レイチェル・カーソンが提唱したセンス・オ
ブ・ワンダー。小さな生命や広大な自然との
ふれあい、神秘さや不思議さを感じてみま
しょう。ファシリテーターがご案内いたしま
す。

大乗寺丘陵公園
しハウス前
集合 ９ ：００
開始 ９ ：１０
解散 １１：００

こどもの参加も大歓迎。安全については保護
者の責任でお願いいたします。

主催者／石川県森林公園
担当：野村
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
お申込み方法について詳しくはホームページを
ご覧ください。
募集／３月１３日
（日）
〜３月２７日
（日）
申込／ウェブ

主催者／NPO エコラボ
担当：村田
９２０‐０８２３ 石川県金沢市夕日寺町ホ２３‐２
TEL０７６
‐
２５３
‐
８１１２
見晴ら
E‐mail：elaboesd@yahoo.co.jp
HP：https : //npo-ecolabo.jimdosite.com/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
氏名、年齢、当日の連絡先電話番号を明記して
お申込みください。
募集／３月１日
（火）
〜定員になり次第締切
申込／電話・E‐mail・往復はがき

〜春の妖精に会いに〜

白山市河内町吉岡〜福岡 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
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、カ 白山ろくテーマパーク吉
TEL０７６‐２７２‐３６３７ FAX０７６‐２７２‐３９３７
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。 岡園地公園センター
E‐mail：info@hakusanpark.com
（火）
〜４月１５日
（金）
開始 ９ ：００
募集／３月１日
雨天中止。中止の場合は前日までに連絡します。
解散 １５：００
申込／電話・FAX・E‐mail
天候等により内容の一部変更あり。
飲み物、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運動靴（軽登山靴や長靴が好ましい）で集合し
て下さい。

第29回キャンプインストラクター養成講習会

誰もが楽しく安全なキャンプを学ぼう

Ａ 4月29日
○
（金・祝）〜5月1日（日）2泊3日
Ｂ 4/16（土）日帰り、4/30（土）〜5/1（日）1泊2日
○

●キャンプ理論（１０時間）
・キャンプの特性、キャンプの対象、キャ
ンプの指導、キャンプの安全
●キャンプ実技（１０時間）
・生活技術
（テント設営、野外炊飯、ロー
プワーク等）
・さまざまなアクティビティ
・キャンプの安全
☆最終日に筆記試験を行います。

参加費 １５，
０００円
※イ ン ス ト ラ ク タ ー 取 得 諸 経
費、１５，
３００円別途必要
対 象 １８歳以上
定 員 ２０名

開催地
集合解散場所・時間

４/１６ 能美市根上総合文
化会館タント２０１会議室
※オンライン講習（ZOOM）
も可
４/２９〜５/１ 国立能登青少
年交流の家
※詳細は、
協会 HP でご確
認ください。

主催者／石川県キャンプ協会
担当：田丸
E‐mail：ishikawa@camping.or.jp
HP：https : //ishikawa.camping.or.jp/
問合せ＆申込先／申し込みは必ず協会 HP より各
事業要項をご確認の上、お申込みください。
（火）
〜４月１日
（金）
募集／３月１日
申込／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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複通
数
月年
4
月

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

開催地
集合解散場所・時間

要

北国街道を歩いて春の花や歴史を訪ねる

4月16日
（土）

山の文化館〜細呂木駅〜（電車）〜大聖 集合 ９ ：００
深田久弥
寺（約１５km）
化館駐車場
新型コロナ感染防止のためマスク着用を 開始 ９ ：００
お願いします。
解散 １５：００

アート手ごねせっけんづくりとリラクゼーション音楽会
4月16日
（土）
参加費
対
定

アート手ごねせっけんづくり
大学生以上４，
０００円１人追加＋１，
０００円
リラクゼーション音楽会 大学生以上３，０００円
象 アート手ごねせっけんづくり 高校生以下は保護者同伴
リラクゼーション音楽会 高校生以下は保護者同伴
員 アート手ごねせっけんづくり １５人
リラクゼーション音楽会 ２５人

水の生き物観察会
4月17日
（日）
参加費
対
定

大人２００円
子ども無料
象 小学生以上
（中学生以下は保護者同伴）
員 ２０名

能美の里山ガイドハイク

虚空蔵山

4月17日
（日）
参加費

対
定

大人 １，
０００円
高校生以下 ５００円
幼児無料
象 ご興味のある方ならどなたでも
員 ２０名

春の里山ガイドウォーク
4月17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３年生以上
大人
定 員 １５名程度

親子 De ダンボール燻製作り！スモークに挑戦

夕日寺健民自然園
主催者／やまねこ works＆studio KURI
アート手ごねせっけん
担当：川村
１０：００ ★アート手ごねせっけんづくり
@体験工房
問合せ＆申込先／やまねこ works
お話・採集・せっけんづくり
リラクゼーション音楽
TEL０９０‐２８３２‐８７７０
１２：００ ★参加者マルシェ手作り品などの販売＆交流
E‐mail：yamaneko.works@gmail.com
１４：００ ★リラクゼーション音楽会生演奏＆参加型
会@里山ふるさと館
＊最初の３０分は静かに音楽を聴く時間のため小さな子
（月）
〜４月１５日
（金）
募集／２月２１日
どもたちには別プログラムを用意しています（材料費
申込／電話・E‐mail
夕日寺健民自然園
５００円）
１６：００ 終了
studio KURIプロフィール http : //linktr.ee/studiokuri
園内の用水路に生息する生き物を観察 水生昆虫園
し、里山の自然の豊かさを実感します。
水生昆虫園
着替えをご用意いただけると安心です。 （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：野村
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
お申込み方法について詳しくはホームページを
ご覧ください。
募集／３月２０日
（日）
〜４月３日
（日）
申込／ウェブ

里山の四季を体感しよう

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

夕日寺里山楽習塾

4月23日
（土）
参加費 １個４００円
対 象 小学生の親子
定 員 ３０名（各回１０名まで）

親子春物語
4月23日
（土）〜4月24日（日）
1泊2日

夕日寺健民自然園

応募者多数の場合は抽選を行います。定
員に達しない場合は、募集を継続します。
親子で楽しくオリジナルの燻製作り

参加費 一人５００円
対 象 小学生
（低学年は保護者同伴）
定 員 ３０人

木の枝ぱちんこ作り

虚空蔵山

自然園の森は春たけなわ。新芽が吹き出 夕日寺健民自然園
し緑の息吹を身いっぱいに受けながら、 開始 １０：００
ゆっくり歩いて「春」を探してみません 終了 １２：００
か。

雨の日は雨具を持参してください。

参加費 １，
３００円（昼食付き）
対 象 小学生以上
定 員 ４０名

能美市和気町

虚空蔵山（標高１３８m）
。中世の山城跡が こくぞう里山公園交流館
残る静かな里山です。ここは数多くの植 （能美市和気町い２１‐１）
物が観察され、雑木林に囲まれた遊歩道 受付 ８ ：４０
は歩き易く花が咲き始める季節です。又、 開始 ９ ：００
カモシカや春の女神と呼ばれているギフ 解散 １２：００頃
チョウがよく見られることでも知られて
います。

4月17日
（日）

4月23日
（土）

主催者／石川県自然解説員研究会
HP：https : //kaisetuin.jimdo.com/
（宮下由美子）
問合せ＆申込先／TEL０９０‐２３７０‐７０８３
山 の 文 申込／不要

里山の恵みを活かして免疫力アップ↑

用意した材料を使い親子で楽しく作る

山菜ウォークと食事交流会

主催者・問合せ・申込先

加賀市大聖寺番場町

旧北国街道自然観察会

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

4
月

概

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／公益社団法人 いしかわ環境パートナー
シップ県民会議
eco‐partner．
net／
HP：https：／／www．
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：https : //www.yuhidera.jp/
（水）
〜３月３１日
（木）
募集／３月２日
申込／電話・FAX・E‐mail
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
（火）
〜４月１５日
（金）
募集／３月１日
申込／電話・FAX・E‐mail

里山自然学校こまつ滝ヶ原 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
山菜を探しながらウォーキングします。 里山自然学校こまつ滝ヶ原
TEL０７６１‐６５‐２４３６
問合せ＆申込先／TEL０９０‐５６８０‐１５４８（山下）
採取した山菜を試食 し、味 わ っ て み ま （小松市滝ヶ原ウ２０）
FAX０７６１‐６５‐２４３６
しょう。ウォーキングも楽しくなります。 受付 ９ ：３０
開始 １０：００
E‐mail：ma.kura０８３０@gmail.com
里山の自然を満喫しましょう。
昼食 １２：００
HP：http : //satoyama-komatsu.com/
解散 １３：００
（水）
〜４月２０日
（水）
募集／３月１６日
申込／電話・FAX・E‐mail・ウェブ
目指せ山菜マスター！

木の枝を使用して、ゴムぱちんこを作り 白山ろくテーマパーク河合・下野園地 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
ます。輪ゴムに玉を引っかけ、グッとひっ
白山ろくテーマパーク河合・下野園地
TEL０７６‐２７２‐３６３７ FAX０７６‐２７２‐３９３７
ぱって…。うまく飛ばせるかな？
①開始 １３：３０〜
E‐mail：info@hakusanpark.com
（火）
〜４月２２日
（金）
解散 １４：１０
募集／３月１日
雨天の場合は中止になります。
②開始 １４：２０〜
申込／電話・FAX・E‐mail
解散 １５：００
③開始 １５：１０〜
解散 １５：５０
この体験が親子の物語に！

石川県立鹿島少年自然の 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
家とその周辺
タラの芽・コゴミ・コシアブラなどの山
TEL０７６７‐７７‐２２００ FAX０７６７‐７７‐２２０１
菜取り、サツマイモの苗植え、クラフト 石川県立鹿島少年自然の家 問合せ＆申込先／主催者と同じ
活動、親子調理活動など
（木）
〜定員になり次第締切
募集／４月７日
申込／電話

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

エンジョイ家族「春のキャンプ」
4月23日
（土）〜4月24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
定 員 ４０名（１０家族）程度
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自然の中でキャンプや春山登山を楽しみ 白山ろく少年自然の家お 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
ます。
よび周辺の山
TEL０７６‐２５６‐７１１４
内容：テント泊、春山登山、野外炊飯等
HP：https : //www.hakusan６.com
白山ろく少年自然の家
問合せ＆申込先／主催者と同じ
申込／電話

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

親子 de 凧づくり教室

4月24日
（日）
参加費 １個４００円
対 象 小学生以上で親子
定 員 ３０名（各回１０名まで）

ふれる・さぐる・つくる子どもエコタイム

4月24日
（日）
参加費 ３００円
対 象 小学生以上
定 員 １５名

概

開催地
集合解散場所・時間

要

凧に自分の好きな絵を書いて、親子で協 北部公園
力して凧作りをします。作ったら芝生広
北部公園第３休憩所
場で凧を飛ばしてみよう！
①開始 ９ ：００〜
解散 ９ ：５０
雨天の場合は中止になります。
②開始 １０：００〜
解散 １０：５０
③開始 １１：００〜
解散 １１：５０

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
（火）
〜４月２３日
（土）
募集／３月１日
申込／電話・FAX・E‐mail

おもしろ環境実験①春のめぐみで染めよう

主催者／タイムマシンクラブ
担当：舘
TEL０７６‐２５２‐３７７８
E‐mail：harucco@topaz.ocn.ne.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
定員になり次第締め切り
約１ヶ月前から受付開始、
電話の場合は午後７時以降
申し込みは、氏名、学校名、学年、連絡先電話番号を
募集／３月２４日
（木）
〜４月２１日
（木）
申込／電話・E‐mail

春を待ちかねたように、木々は芽吹き花が
咲き始め、みるみる里山は春色に染まりま
す。あなたは、どの色が好きですか？自然
の中から、色を少しもらって白い毛糸を染
めてみましょう。染めた毛糸でミサンガや
ストラップを作ります。どんな色に染まる
かな？

参加費

対
定

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
象 幼児・小学生親子
員 ２０名

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24日
（日）
参加費 大人２００円 子ども無料
対 象 小学生以上
小中学生は保護者同伴
定 員 ２０名

林業試験場樹木公園自然観察会

4月24日
（日）
参加費
対 象
定 員

なし
小学生低学年以下は保護者同伴
なし

春の山菜・里菜ツアー！

4月24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 ２５組８０名程度

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歳
未満のお子様の参加はお勧めで
きません。
定 員 ２０名程度

春をあそぶ・親子であそぶ
4月24日
（日）
参加費

対
定

有料
料金は電話・HP 等で確認して
ください。
象 年中児〜小学１年生の親子
員 １５名程度

森の忍者〜春の北部公園の森で忍者修行〜

4月29日
（金・祝）
参加費 １人５００円
対 象 年中以上で親子
定 員 ３０名

親子でカヤック！②

4月29日
（金・祝）
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

体験工房
集合 １３：００（受付）
開始 １３：１５
解散 １６：００

加賀市直下町 ホーソの森

芽吹きのドングリの森で、探検遊びやロープ、布を使っ
加賀市三谷地区
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 （予定：旧松風荘駐車場
加賀市直下町１９４）
お弁当をご用意ください。
集合 ９ ：１５
クマ・イノシシ等野生動物出没状況によっては中止す
開始 ９ ：３０
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 解散 １５：００
は中止する場合があります。

主催者／一般社団法人加賀みどりの楽校
９２２‐０６７１ 石川県加賀市大聖寺瀬越町２３の
１９４番地の１
問合せ＆申込先／かが緑の里自然教室
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
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/
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。
（月）
〜定員になり次第締切
募集／４月４日
申込／電話・E‐mail・ウェブ

主催者／石川県森林公園
担当：野村
多様な植物を観察することのできるコー 園内遊歩道
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
スを公園職員案内のもと、散策します。
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
旧森林公園事務所
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
集合 ９ ：３０〜１０：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
開始 １０：００
お申込み方法について詳しくはホームページを
解散 １２：００
ご覧ください。
募集／３月２７日
（日）
〜４月１０日
（日）
申込／ウェブ
主催者／石川県自然解説員研究会
サクラ三昧と園内多種にわたる樹木を楽 白山市三宮町
HP：https : //kaisetuin.jimdo.com/
しむ
集合 ９ ：００
問合せ＆申込先／TEL０９０‐８２６２‐７０９９（奥名正啓）
林業試験場樹木公 申込／不要
樹木公園内
園駐車場
新型コロナ感染防止のためマスク着用を 開始 ９ ：００
お願いします。
解散 １５：００

山菜・里菜採りと野外調 理 に チ ャ レ ン 石川県立白山青年の家
ジ！
石川県立白山青年の家
いしかわ自然学校インストラクター指導 （白山市八幡町戌１４２）
のもと、
白山青年の家周辺の里山で山菜・ 集合 ９ ：００
里菜採り、その調理活動を通じて家族の 開始 ９ ：３０
解散 １５：００
親睦や交流を深めます。

ヤドカリ学級「磯でヤドカリをつかまえよう」 能登の里山里海
4月24日
（日）

夕日寺健民自然園

持ち物：筆記用具、手拭きタオル

わんぱく遊び塾『森の秘密基地作り 春編』 秘密の遊び場を作ろう！
4月24日
（日）

主催者・問合せ・申込先

たいけん

主催者／石川県立白山青年の家
担当：荒川
９２０‐２１１３ 石川県白山市八幡町戌１４２番地
TEL０７６‐２７２‐３６９５ FAX０７６‐２７２‐３６９４
E‐mail：info@hakusanseinen.jp
HP：http : //www.hakusanseinen.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（土）
〜定員になり次第締切
募集／４月９日
申込／電話

はっけん

のと海洋ふれあいセンター 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
ヤドカリの仲間がたくさん見られる季節 のと海洋ふれあいセンター
TEL０７６８‐７４‐１９１９ FAX０７６８‐７４‐１９２０
となりました。磯でヤドカリの仲間をつ （鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
E‐mail：nmci@notomarine.jp
かまえて、別の貝殻に引っ越す様子など 開始 １０：３０
HP：http : //notomarine.jp/
終了 １２：００
を観察します。
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（火）
〜定員になり次第締切
募集／３月１日
申込／電話・FAX・E‐mail
夕日寺里山楽習塾

夕日寺健民自然園

春の風に身も心も弾みます。夕日寺の森 夕日寺健民自然園
の陽だまりで、小さなお子様と一緒に親 開始 １０：００
子でほっこり楽しいひとときをすごして 終了 １２：００
みませんか。
応募者多数の場合は抽選を行います。定
員に達しない場合は、募集を継続します。
園内の森林の中で自然体験ゲームなどを 北部公園
忍者修行に例え、親子で挑戦してもらい
北部公園 さくらの宴
ながら森の忍者を目指そう！
受付 ９ ：３０〜
開始 １０：００
雨天の場合は中止になります。
解散 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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（水）
〜３月３１日
（木）
募集／３月２日
申込／電話・FAX・E‐mail
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
（火）
〜４月２８日
（木）
募集／３月１日
申込／電話・FAX・E‐mail

探検気分で漕ぎ出そう！

大聖寺川下流域
主催者／一般社団法人加賀みどりの楽校
９２２‐０６７１ 石川県加賀市大聖寺瀬越町２３の
１９４番地の１
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
「竹の浦館」正門
漕ぎ出そう！
問合せ＆申込先／かが緑の里自然教室
（加賀市大聖寺瀬越町イ１９‐１） TEL０９０‐４３２２‐４７８３（増本）
１日２回（各回１時間程度） ①１１：００〜 ②１３：３０〜
E‐mail：kaga‐midorinosato@outlook.jp
①集合１０：４５ 解散１２：３０
申込みフォーム：https : //bit.ly/２UNUP７I
子どもだけの乗艇は出来ません。
②集合１３：１５ 解散１５：００
問合せフォーム：https : //bit.ly/２CtWgkx
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
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/
します。
募集／３月２９日
（火）
〜４月２４日
（日）
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。
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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4
月

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

アンモナイトのレプリカ作り

4月29日
（金・祝）

概

要

開催地
集合解散場所・時間

実物のアンモナイトで型を作り、石膏で 石川県立自然史資料館内
レプリカを作製してそれに色づけをしま
す。
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
（金）
〜定員になり次第締切
募集／４月１日
申込／電話

春の香りをとじこめてお団子にしちゃお 白山市チャレンジ村
う！
チャレンジ村
野原でよもぎ摘みしたあと、茹でてつぶ （白山市寄新保町６６６‐２）
して香りを楽しみながらお団子にしま
集合 １３：１５
す。お団子が浮いたら、きな粉やあんこ
などをつけて出来たてをいただきます。 開始 １３：３０
解散 １６：００
包丁や火を使いますので、小さいお子さ
んの注意、見守りをお願いします。

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
（日）
〜定員になり次第締切
募集／３月２０日
申込／FAX・E‐mail

参加費 無料
対 象 小４〜大人
定 員 １０名

4
月

わくわく親子あそび塾 よもぎ団子作り
4月29日
（金・祝）
小雨決行
参加費

5
月

対
定

親子２人で１，
５００円
３人目より割引あり
象 ５歳以上の親子
兄弟参加で年少児は、要相談
員 ６家族程度

海で遊ぼう Part１

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

かがっ子！五平餅を作ろう

担当：奥
能登の海につつまれて、親子でチャレン 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 石川県鳳珠郡能登町字九里川尻
ジ！
石川県立能登少年自然の家
１６字２０番地
春の海を満喫。大型カヌーを漕いだり、
TEL０７６８‐７２‐２２００
HP：http : //www.ishikawa-shizen.jp/noto/top.html
磯を観察したりして春の能登を体験しま
問合せ＆申込先／主催者と同じ
せんか。また、海の材料を使ったクラフ
（火）
〜定員になり次第締切
募集／４月５日
トで親子の絆を深めましょう。
申込／電話
たき火でごはんやおやつを作ってみよう

竹の浦館

いろんな方法で火を起してみて、その火 竹の浦館
を使ってご飯を炊いたりおかずやおやつ 集合 ９ ：３０
解散 １３：３０
を作ってみる。

4月30日
（土）
参加費 １，
０００円
対 象 小学２年〜６年生
定 員 ２０名

主催者・問合せ・申込先

服装は長袖長ズボン（なるべく綿素材）
、
帽子着用
持ち物 水筒

主催者／一般社団法人加賀みどりの楽校
９２２‐０６７１ 石川県加賀市大聖寺瀬越町２３の
１９４番地の１
問合せ＆申込先／かが里山里海しぜん楽校
TEL０９０‐４６８５‐７６８３
E‐mail：sizentaiken７２１@gmail.com
（金）
〜定員になり次第締切
募集／４月１日
申込／電話・E‐mail

5月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員

ミクロの化石をみつけよう

5月1日
（日）

概

要

開催地
集合解散場所・時間

顕微鏡等を使って、大桑層の砂の中から 石川県立自然史資料館内
微化石を発見・採集します。
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
（金）
〜定員になり次第締切
募集／４月１日
申込／電話

楽しみながら体を動かし自然を感じよ 白山市鶴来地区獅子吼山ろく
う！
白山比咩神社北参道駐車
春の獅子吼山ろく（樹木公園・パーク獅 場物産館＜くろゆりの里
子吼周辺）
前＞
（白山市三ノ宮町ニ１０５）
参加申込者には準備物等は前日までに連 受付集合 ９ ：４０
絡します。
開始 １０：００
終了 １２：３０（予定）

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
（北陸 K・K 企画内）
TEL０９０‐３９２４‐７１６５ FAX０７６‐２７３‐３９２６
E‐mail：k‐kazu１６@nifty.com
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（火）
〜５月１日
（日）
募集／３月１日
申込／電話・FAX・E‐mail・ウェブ

家族での自然体験を通して、家族間のコ 国立能登青少年交流の家
ミュニケーションを深めます。野外炊飯
や野外活動を通して、体験活動の必要性 国立能登青少年交流の家
や重要性を感じ取る機会とします。

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
約１ヶ月前からホームページ上で受付
申込／ウェブ

参加費 無料
対 象 小４〜大人
定 員 １０名

春の獅子吼山ろくを楽しもう
5月3日（火・祝）
参加費 大人７００円 子供３００円
対 象 年中児〜大人
（年中児〜小学生低学年は保護
者同伴）
定 員 ２０名

ファミリーキャンプ①
5月3日（火・祝）
〜5月4日
（水・祝）
1泊2日
参加費 ３，
０００円程度
対 象 家族
定 員 ６０名

スイカを育てるキャンプ（日帰り）
5月3日（火・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。
感染症の状況により他参加者と日時を異にして個別の実施も可能。
参加費
対
定

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）
象 ５歳以上 小学生低学年以下は保護者同伴
員 １５組 １人でも可

しぜん工作

森のパフェ

5月3日（火・祝）
〜5月5日
（木・祝）
参加費 一人３００円
対 象 小学生
（低学年は保護者同伴）
定 員 各日３０人
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主催者・問合せ・申込先

第１回 ５月３日
（火・祝）「苗植え」
（日）
「つるだし」
第２回 ６月５日
（日）
「収穫」
第３回 ７月３１日

藤木農園 オオヨシキリ 主催者／藤木農園
担当：藤木
の畑（内灘町湖西１６）
TEL０９０‐９４４９‐４３２３
E‐mail：fujiki４３２３@gmail.com
集合 ９ ：４５
HP：https : //fujikinouen.jimdofree.com/
開始 １０：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
解散 １７：００
（火）
〜定員になり次第締切
募集／３月１日
希望者はテント泊可能
申込／E‐mail・ウェブ・はがき

コップの中に小さな森を作ってみよう

奥卯辰山健民公園

スイカを育ててみよう

用意した材料を使い講師のもと工作を行 奥卯辰山健民公園
う
（金沢市若松町エ‐８５）
集合 ９ ：３０
開始 １０：００
終 了 １５：００（で き た 人
からお帰りいただけます）

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
（金）
〜５月１日
（日）
募集／４月１日
申込／電話・FAX・E‐mail

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

子供の日

親子鞍掛山自然観察会

5月5日（木・祝）
参加費
対 象
定

無料
一般、小学生低学年以下は保護
者同伴
員 ４０名

地層の観察
5月5日（木・祝）
参加費
対 象
定

無料
小４〜大人
（小学生は保護者同伴必須）
員 ２０名

ダンボールオーブンでピザ作り

5月7日
（土）

概

要

開催地
集合解散場所・時間
鞍掛山第一駐車場

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
親子で鞍掛山を楽しみます。一般参加も 集合 ８ ：３０
TEL０７６１‐６５‐２４３６
開始 ９ ：００
（休憩１時間） 問合せ＆申込先／TEL０９０‐５６８０‐１５４８（山下）
可能です。
終了 １３：００
FAX０７６１‐６５‐２４３６
飲み物、弁当持参のこと
E‐mail：ma.kura０８３０@gmail.com
HP：http : //satoyama-komatsu.com/
（水）
〜５月４日
（水・祝）
募集／３月１６日
申込／電話・FAX・E‐mail・ウェブ
親子で鞍掛山の自然を楽しもう

犀川河原で地層や化石を観察し、大地の 大桑町犀川川原
成り立ちについて学びます。
受付 １３：００〜
・雨天中止。
開始 １３：３０
解散 １５：３０
・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。

親子でオリジナルピザを作ろう！

北部公園

園内でトッピングに使える食材を探し、 北部公園 さくらの宴
オリジナルのピザを作りダンボールで 開始 １３：３０
解散 １６：３０
作ったピザ窯で焼きあげます。

参加費 １人５００円
対 象 小学生以上で親子
定 員 ３０名

雨が降りそうな時には雨具を持参してく
ださい。

自然体験指導者養成講習会「炊飯・クラ
フト活動」

野外炊飯と焼杉クラフト活動

白山ろく少年自然の家
白山ろく少年自然の家

5月7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 ５０名

参加費

対
定

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
象 幼児・小学生の親子
員 ２０名

春のツリークライミング体験
5月8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、③い ず れ も１０名 ず つ。
合計３０名

主催者／石川県森林公園
担当：野村
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
お申込み方法について詳しくはホームページを
ご覧ください。
募集／４月１０日
（日）
〜４月２４日
（日）
申込／ウェブ

医王山ビジターセンター〜大池平

集合

医王山ガイドトレック

たんけん大好き大人向け（年４回シリーズ）

医王山

5月8日
（日）

＜山笑う編＞
医王山ビジターセンター
■概要：医王山の名花・ヒメシャガをはじめ多彩な花々や 集合 ７ ：３０
ブナの新緑を楽しみ、そそり立つ鳶岩のクライミングにも
解散 １５：３０（予定）
挑戦するなど、医王山核心部の自然を味わい尽くします。
★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。

参加費
対 象
定 員

なし
小学生低学年以下は保護者同伴
なし

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
（岩場登りも
あるため高所恐怖症の方はご遠
慮ください）※詳細はお問い合わ
せ下さい
定 員 ６名※最小催行人数２名〜

「お米をつくるキャンプ（日帰り）」ハサ干し無農薬
5月8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。
感染症の状況により他参加者と日時を異にして個別の実施も可能。
参加費
対
定

親子で４，９００円１人４，５００円（収穫時にお米１組１kg取得）
全３回通し親子１０，０００円１人９，０００円（お米３kg
取得）ハサ干し無農薬
象 ５歳以上 小学生低学年以下は保護者同伴
員 １５組 １人でも可

石動山 能登のぶな林 森林浴を楽しむ会
5月11日（水）、5月19日（木）、5月22日（日）
参加費
対
定

大人３，
５００円/人、小人２，
５００円/人
※税、保険、茶菓サービス料含む。
象 中学生以上、大人、ただし、小
学生は保護者同伴の場合可
員 １０名程度 ※最少催行人数４名

主催者／石川県立白山ろく少年自然の家
９２０‐２３３１ 石川県白山市瀬戸ワ２９番地
TEL０７６‐２５６‐７１１４
HP：https : //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）
募集／電話

専門スタッフ指導の下、器具を使って木 緑化の広場
と親しみ、自然を身近に感じます。
旧森林公園事務所
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
雨天中止
①受付 ９：３０〜１０：００
開始１０：００ 解散１１：３０
②受付１２：００〜１２：３０
開始１２：３０ 解散１４：００
③受付１３：３０〜１４：００
開始１４：００ 解散１５：３０
金沢市

5月8日
（日）

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
（火）
〜５月６日
（金）
募集／３月１日
申込／電話・FAX・E‐mail

主催者／一般社団法人加賀みどりの楽校
９２２‐０６７１ 石川県加賀市大聖寺瀬越町２３の
１９４番地の１
問合せ＆申込先／かが緑の里自然教室
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
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/
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４日
（月）
〜定員になり次第締切
申込／電話・E‐mail・ウェブ

芽吹き始めた早春の季節を楽しむ

医王山の大池平自然観察会−春−

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
（火）
〜定員になり次第締切
募集／４月５日
申込／電話

加賀市大聖寺瀬越町 瀬
越キャンプ場と周辺の海
自分の力でおこした焚火で食事作りに挑 岸林
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。
瀬越キャンプ場
午前：火おこし体験・食事作り
（加賀市大聖寺瀬越町）
午後：海岸林の探検
集合 ９ ：１５
新型コロナウイルス感染状況によっては 開始 ９ ：３０
時短開催または中止する場合があります。 解散 １５：００

わんぱく遊び塾『挑戦!火おこし!! 新緑編』 目指せ！火おこしマスター!!
5月8日
（日）

主催者・問合せ・申込先

９ ：００
金沢市奥新保
新型コロナ感染防止のためマスク着用を
医王山ビジターセ
お願いします。
ンター
開始 ９ ：００
解散 １４：００

お米をつくってみよう
第１回 ５月８日
（日）
「田植え」
（日）
「除草」
第２回 ５月２９日
（日）
「収穫」
第３回 ９月１１日

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

主催者／TABITAIKEN ネット
担当：栂（とが）
TEL０９０‐６２７２‐８６９９
E‐mail：tabitaiken@gmail.com
HP：https : //www.tabitaiken.com
問合せ＆申込先／主催者と同じ
①名前②年齢③連絡先電話番号を明記し
tabitaiken@gmail.com へ。
折り返しそのメールアドレスに返信します。
募集／４月１日
（金）
〜定員になり次第締切
申込／E‐mail・ウェブ

担当：藤木
藤木農園 「殿様カエルの 主催者／藤木農園
TEL０９０‐９４４９‐４３２３
田んぼ」
「内 灘 の
E‐mail：fujiki４３２３@gmail.com
（内 灘 町 宮 坂１８２
森」
前）
HP：https : //fujikinouen.jimdofree.com/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
集合 ９ ：４５
（火）
〜定員になり次第締切
募集／３月１日
開始 １０：００
申込／E‐mail・ウェブ・はがき
解散 １７：００
希望者はテント泊可能

＃新緑を楽しむ ＃ゆる山 ＃初級者向け ＃健 石動山
（中能登町）
康づくり
石動山資料館（中能登町）
★モデルコース（予定）
集合 １０：００
１０：００石動山資料館集合⇒伊須流岐比古神社拝殿
解散 １３：００（予定）
⇒行者堂⇒石動山大御前（５６４M山頂）⇒パノラマ
展望台１１：５０ごろ昼食（おにぎりなどお弁当持参）（約３時間）
下山⇒多根道⇒大宮房⇒１３：００石動山資料館着、ふ ※詳細はお申し込みいた
だいた方にお知らせしま
りかえり・わかちあい １３：２０終了 解散
※天候その他により予定コースが変更となる場合があります。 す。

主催者／TABITAIKEN ネット 担当：越石（こしいし）
TEL０９０‐１６３７‐２８２６
E‐mail：team@tabitaiken.com
HP：https : //www.tabitaiken.com
問合せ＆申込先／①お名前②年齢③連絡先電話番
号④メールアドレスを明記し
team@tabitaiken.com へ。折り返し、いただ
いたメールアドレスに事前案内を返信します。
募集／３月１日
（火）
〜定員になり次第締切
申込／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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5
月

プログラム名・日程・参加費・対象・定員
冒険の旅

能美の里山自然学校
5月14日
（土）
参加費 ３，
０００円
※一 括（全４回、５月、７月、１０月、２０２３年
２月）申込みの場合、１０，０００円 初回
（５月）申込みに限る。途中返金なし。
対 象 小学生
定 員 ２０名

白山に恩返し！白山登山道整備を学ぼう！
〜１回目〜
5月14日
（土）

5
月

概

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 １５名

里山

能美市和気町 虚空蔵山、 主催者／能美の里山ファン倶楽部
担当：大口
こくぞう里山公園
９２３‐１２２４ 石川県能美市和気町い２１‐１
身近な森でおもいっきり遊ぼう。木登り
TEL０７６１‐５１‐２３０８ FAX０７６１‐５１‐２３０８
や木のブランコなどで遊び、身近にある こくぞう里山公園交流館
E‐mail：info@nominosatoyama．com
食べられる植物等も観察します。
（能美市和気町い２１‐１）
HP：http : //www.nominosatoyama.com/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
受付 ８ ：４０
開始 ９ ：００
４月より募集
（７月、
１０月、
２０２３年２月も申込み可能）
解散 １６：００
申込／電話・FAX・E‐mail

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歳
未満のお子様の参加はお勧めで
きません。
定 員 ２０名程度

初夏の里山探鳥会
5月14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 小学３年生以上
大人
定 員 １５名程度

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 市ノ瀬ビジターセンター
ブリ尾根登山道で維持管理作業を体験し
集合 ７ ：００
ましょう。１回目は雪解け後の登山道点
検と軽作業を避難小屋まで実施します。 解散 １６：００
※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

参加費

大人２００円
子ども無料
象 小学生以上
小中学生は保護者同伴
員 ２０名

観音山

無料
ご興味のある方ならどなたでも
なし

参加費 １個４００円
対 象 小学生以上で親子
定 員 ３０名（各回１０名まで）

初夏、ブナの青葉が輝く石動山を歩く自
然観察会
5月21日
（土）

参加費

なし
小学生低学年以下は保護者同伴
なし

対

象

定

員

大人１人１，
５００円
（大人２人以上の
場合２人目から１００円引）
子ども１家族５００円
大人・親子（子どものみの参加
は不可）
大人２０名程度とお子さん

カヌー体験教室
5月22日
（日）
参加費 １人１，
０００円
対 象 小学生以上、小学生以下は相談応
団体相談応
定 員 ２０人
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夕日寺健民自然園

夕日寺の森にいる小鳥たちにも、恋の季
節がやって来たようです。愛情豊かな
「さ
えずり」を聞いて、そっとその姿をのぞ
いてみませんか。

夕日寺健民自然園
開始 ９ ：００
終了 １１：００
※開始時間注意

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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（月）
〜４月１４日
（木）
募集／３月１４日
申込／電話・FAX・E‐mail

里山の四季を体感しよう

能美市仏大寺町
音山

遣水観 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
むくろじ会館（集会所）
E‐mail：info@nominosatoyama.com
（能美市仏大寺町）
HP：http : //www.nominosatoyama.com/
受付 ８ ：４０
問合せ＆申込先／主催者と同じ
開始 ９ ：００
約２ヶ月前から受付
解散 １４：００頃
申込／電話・FAX・E‐mail・往復はがき

凧に自分の好きな絵を書いて、親子で協 白山ろくテーマパーク河 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
力して凧作りをします。作ったら芝生広 合・下野園地
TEL０７６‐２７２‐３６３７ FAX０７６‐２７２‐３９３７
場で凧を飛ばしてみよう！
E‐mail：info@hakusanpark.com
白山ろくテーマパーク河
（火）
〜５月２０日
（金）
募集／３月１日
雨天の場合は中止になります。
合・下野園地
①開始１３：００〜解散１３：５０ 申込／電話・FAX・E‐mail
②開始１４：００〜解散１４：５０
③開始１５：００〜解散１５：５０

5月21日
（土）

森の小さな絵本カフェ

夕日寺里山楽習塾

お弁当持参

親子 de 凧づくり教室

5月22日
（日）

はっけん

。登山口には「平
遣水観音山（標高４０２m）
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。

5月15日
（日）

参加費
対 象
定 員

たいけん

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
（金）
〜５月６日
（金）
募集／４月１日
申込／電話・E‐mail

専門家とともに、春の花をはじめとする 園内遊歩道
主催者／石川県森林公園
担当：野村
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
園内で生息する植物を観察します。
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
旧森林公園事務所
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
集合 ９ ：３０〜１０：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
開始 １０：００
お申込み方法について詳しくはホームページを
解散 １２：００
ご覧ください。
募集／４月１７日
（日）
〜５月１日
（日）
申込／ウェブ

5月15日
（日）

参加費
対 象
定 員

チブリ 主催者／NPO 法人

応募者多数の場合は抽選を行います。定
員に達しない場合は、募集を継続します。

春の花観察会

能美の里山清掃ハイク

白山市白峰地内
尾根登山道

登山道の点検作業を体験しよう！

のと海洋ふれあいセンター 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
磯では大きく成長したアメフラシが見つ のと海洋ふれあいセンター
TEL０７６８‐７４‐１９１９ FAX０７６８‐７４‐１９２０
かります。その変わった体の特徴や行動 （鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
E‐mail：nmci@notomarine.jp
について解説をします。
開始 １０：３０
HP：http : //notomarine.jp/
終了 １２：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（金）
〜定員になり次第締切
募集／４月１日
申込／電話・FAX・E‐mail

5月14日
（土）

定

主催者・問合せ・申込先

へ出発

ヤドカリ学級「磯でアメフラシをみつけよう」 能登の里山里海

対

開催地
集合解散場所・時間

要

〜春編〜

主催者／石川県自然解説員研究会
多くの史跡と新緑の美しいブナ林を楽し 中能登町
HP：https : //kaisetuin.jimdo.com/
む
集合 ９ ：００
問合せ＆申込先／TEL０９０‐３２９５‐１６０３（荒牧良一）
石動山資料館横の 申込／不要
神 社 拝 殿〜大 御 前（５６４m 山 頂）〜石 動
山城址〜大宮坊〜旧観坊
駐 車 場（資 料 館 を
過ぎて右手の駐車
新型コロナ感染防止のためマスク着用を
場）
お願いします。
開始 ９ ：００
解散 １６：００
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。
水辺の自然をカヌーでまったり体験

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 １２：００

かほく市

水辺公園

現地集合・解散
１部
受付開始 ９ ：００
終了
１０：３０
２部
受付開始 １０：００
終了
１１：３０

主催者／とりのなくぞう企画
担当：木谷一人
９２０‐０９２５ 石川県金沢市天神町２‐１１‐１８
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
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
申込まれた方には、詳細をお知らせします
募集／３月１日
（火）
〜５月１８日
（水）
LINEのQRコード
申込／FAX・E‐mail・ウェブ
主催者／C'spread
担当：山﨑
TEL０９０‐９４４６‐５５７４
E‐mail：c̲spread̲yama@yahoo.co.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（金）
〜定員になり次第締切
募集／４月２２日
申込／電話・E‐mail

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

森のコックさん「和菓子でみどりの風を感じよう！」
5月22日
（日）
参加費

大人２，
５００円、中学生以下１，
５００
円（共に和菓子４つ分の材料、お
抹茶代、保険代）
親子２人１組で和菓子４つ作 る 場
合は３，
０００円
対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
定 員 １５名程度（定員になり次第締切）

5月22日
（日）
参加費

定

大人２００円
子ども無料
象 小学生以上
小中学生は保護者同伴
員 ２０名

初夏の里山ガイドウォーク
5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 小学３年生以上
大人
定 員 １５名程度

（1）5月24日（火）、
（2）5月28日（土）、
（3）
5月30日（月）3回実施します。
参加費 ２，
５００円／人（保険料、モーニング代含む）
対 象 自然が好きで、里山散策に興味のあ
る方（高校生以上）
定 員 ８名

新緑の白山ろく

5月28日
（土）
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

白山に恩返し！白山登山道整備を学ぼう！
〜2回目〜
5月28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 １５名

エンジョイ家族「ボート」

夕日寺里山楽習塾

5月29日
（日）
参加費 ３００円
対 象 小学生以上
定 員 １５名

薬草観察会
5月29日
（日）
参加費

定

大人２００円
子ども無料
象 小学生以上
小中学生は保護者同伴
員 ２０名

白山市河内町福岡の里山

◆集落そばの低い山をゆったり散策 ◆「広葉樹の森」と「針
集合 ６ ：３０
葉樹の林」を体験 ◆鳥の囀りに耳を澄ます アカショウビ
ンの声が聴こえるかも ◆「雑木の森広場」をのんびり探索 解散 １０：３０
寝っころんで大空を眺めてみては ◆森の中のモーニング
あたたかい飲物と軽食を準備します 「ふー」っと一息
里山を登り雑木林内を散策するので、スニーカー程度以上の
履物、長袖長ズボンで着脱の容易なもの、帽子、手袋（軍手可）
水筒、軽雨具程度のもの
心と体で体験しよう

市ノ瀬

新緑で気持ちの良い岩屋俣谷園地自然観 市ノ瀬ビジターセンター
察路を散策しながら炭がま跡を見学し、（白山市白峰ノ‐３５‐１）
受付 ８ ：３０
身近な材料で花炭を作ります。
開始 ９ ：００
終了 １５：００

環境に配慮した登山道整備を体験しよう！

白山市白峰地内
尾根登山道

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 市ノ瀬ビジターセンター
尾根登山道で維持管理作業を体験しましょ
集合 ７ ：００
う。２回目は環境に配慮した登山道整備を
解散 １６：００
実施します。
※登り１〜２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！

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、白山国立公園パークボランティア
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：https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
約１か月前から石川県電子申請サービス及び電話で受付
※受付は電子申請を優先します
募集／４月２８日
（木）
〜定員になり次第締切
申込／電話・ウェブ
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
（金）
〜５月２０日
（金）
募集／４月１日
申込／電話・E‐mail

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 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
よび手取湖
TEL０７６‐２５６‐７１１４
HP：https : //www.hakusan６.com
白山ろく少年自然の家
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

おもしろ環境実験②泥の中にいる生き物

夕日寺健民自然園

夕日寺のトンボのサンクチュアリには、
どんな生き物が住んでいるのだろうか。
ザリガニやオタマジャクシは、水の底で
何を食べているのかな？調べてみましょ
う。

体験工房
集合 １３：００受付
開始 １３：１５
解散 １６：００

持ち物：筆記用具、手拭きタオル、帽子、
歩きやすい服装（白っぽい服）

主催者／タイムマシンクラブ
担当：舘
TEL０７６‐２５２‐３７７８
E‐mail：harucco@topaz.ocn.ne.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
定員になり次第締め切り
約１ヶ月前から受付開始、
電話の場合は午後７時以降
申し込みは、氏名、学校名、学年、連絡先電話番号を
募集／４月２９日
（金・祝）〜５月２６日
（木）
申込／電話・E‐mail

森林公園内に生息する薬用植物の観察と 園内遊歩道
主催者／石川県森林公園
担当：野村
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
学習を行います。植物が持ついろいろな
TEL０７６
‐
２８８
‐
６４４９
FAX０７６
‐
２８８
‐６４７９
薬効を知り、新たな側面を発見します。 旧森林公園事務所
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
集合 ９ ：３０〜１０：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
開始 １０：００
お申込み方法について詳しくはホームページを
解散 １２：００
ご覧ください。
募集／５月１日
（日）
〜５月１５日
（日）
申込／ウェブ
箱屋谷山経由でササユリなどを楽しむ

5月29日
（日）

医王山ビジターセンター〜箱屋谷山・地 集合 ９ ：００
金沢市奥新保
蔵峠〜大池平
医王山ビジターセ
新型コロナ感染防止のためマスク着用を
ンター
お願いします。
開始 ９ ：００
解散 １５：００

なし
小学生低学年以下は保護者同伴
なし

主催者／Hiraso の森倶楽部
担当：山下
９２０‐２３０３ 白山市河内町福岡辰１９‐１
TEL０７６‐２７２‐０１４５（午前１０時〜午後５時）
E‐mail：wanwan４hitoshi@gmail.com
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（メール受信後２４時間以内にご返答しますが、万一返答が届
かない場合は申し訳ありませんが再度連絡お願いします）
★各回の締め切りは（１）５月２０日（金）
（２）２４日（火）
（３）２６日（木）
募集／４月２０日
（水）
〜５月２０日
（金）
申込／電話・E‐mail

チブリ 主催者／NPO 法人

医王山の大池平自然観察会−初夏−

参加費
対 象
定 員

主催者・問合せ・申込先

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：https：／／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：https : //www.yuhidera.jp/
（水）
〜４月２２日
（金）
募集／３月２３日
申込／電話・FAX・E‐mail

応募者多数の場合は抽選を行います。定
員に達しない場合は、募集を継続します。

参加費 一人１，
５００円程度
対 象 小中学生を含む家族
定 員 ４０名（１０家族）程度

ふれる・さぐる・つくる子どもエコタイム

夕日寺健民自然園

自然園の森はすっかり新葉が出そろい、 夕日寺健民自然園
一年で一番、清々しい新緑の季節です。 開始 １０：００
初夏の生きものたちの暮らしぶりをたず
終了 １２：００
ね、深呼吸して「森林浴」に浸り、免疫
力をつけよう。

5月28日
（土）

対

開催地
集合解散場所・時間

風がかおる？初夏の里山 は ど ん な に お 夕日寺健民自然園 体験 主催者／はぐくみ
担当：蔦原
い？
問合せ＆申込先／蔦原（つたはら）せんちゃん
工房
chihijin@yahoo.co.jp
里山を散策して季節を感じた後、初夏の 集合 ９ ：１５〜
持ち物等、折り返し返信いたします
上生菓子（練り切り）を４種類手作りし、 開始 ９ ：４５
（金）
〜５月１６日
（月）
募集／４月１日
午後に野点（のだて）のお抹茶と共にい 解散 １４：３０
申込／E‐mail
ただきます。
和菓子指導：粟森梅月堂さん

〜歩・聴・食 里山の自然を感じよう〜

雑木林でモーニング

白山まるごと体験教室
で散策とお花炭づくり

要

主催者／石川県森林公園
担当：野村
この時期、多くの野鳥が訪れ、にぎやか 園内遊歩道
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
にさえずっています。専門家と共に野鳥
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
を観察し、身近な自然の豊かさを実感し 旧森林公園事務所
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
ます。少雨決行、荒天中止。
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
集合 ８ ：３０〜 ９ ：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
開始 ９ ：００
お申込み方法について詳しくはホームページを
解散 １１：００
ご覧ください。
募集／４月２４日
（日）
〜５月８日
（日）
申込／ウェブ

春の野鳥観察会

対

概

金沢市

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

※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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5
月

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

大人のための植物学講座−植物季節を学
ぼう−
5月29日
（日）

概

要

開催地
集合解散場所・時間

植物季節についての解説講座と標本等の 石川県立自然史資料館内
実物資料による観察実習を行います。
受付 １３：００〜
・筆記用具
開始 １３：３０
解散 １６：３０

参加費 無料
対 象 高１〜大人
定 員 １６名

「お米をつくるキャンプ（日帰り）」ハサ干し無農薬
5月29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。
感染症の状況により他参加者と日時を異にして個別の実施も可能。

お米をつくってみよう
第１回 ５月８日
（日）
「田植え」
（日）
「除草」
第２回 ５月２９日
（日）
「収穫」
第３回 ９月１１日

参加費

5
月

6
月

親子で２，
９００円 １人２，
５００円（各回収
穫時に１組１kg 取得）
対 象 ５歳以上 小学生低学年以下は保護者同伴
定 員 １５組 １人でも可

主催者・問合せ・申込先
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
（金・祝）〜定員になり次第締切
募集／４月２９日
申込／電話

藤木農園 「殿様カエルの 主催者／藤木農園
担当：藤木
田んぼ」（内灘町 宮 坂１８２
TEL０９０‐９４４９‐４３２３
「内灘の森」前）
E‐mail：fujiki４３２３@gmail.com
HP：https : //fujikinouen.jimdofree.com/
集合 ９ ：４５
問合せ＆申込先／主催者と同じ
開始 １０：００
（火）
〜定員になり次第締切
募集／３月１日
解散 １７：００
申込／E‐mail・ウェブ・はがき
希望者はテント泊可能

6月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員

春の一日体験（仮）

6月上旬に開催予定
参加費
対 象
定 員

未定
未定
未定

エゴママイスターと共に、えごまを作って食べよう
【1回目】6月上旬【2回目】10月上旬
参加費 【１回目】
【２回目】を合わ せ て５００
円（保険料、苗代込み）
対 象 一般（高校生以上）
定 員 １０名

概

要

今の時代にはあまり機会がない、自然と 未定
触れ合える環境の中で、初めて出会う仲
間と一緒に普段味わうことのできないワ 未定
クワクするような体験をすることによ
り、仲間への思いやりを育みます。

えごまのオメガ３で健康づくりを！
（予定）えごま栽培の説明（実、油、葉の栄養
【１回目】
と食べ方を含む）畝作り、定植の作業見学、苗の配布
【２回目】
（予定）えごまの収穫作業の見学、脱穀、洗
い、乾燥の工程の説明※オンライン（Zoom）での説
明会や、LINE 等でタイムリーにエゴマ作りをサ
ポートします。

6月1日
（水）

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。
この体験が親子の物語に！
地引き網体験、親子クッキング等

6月4日
（土）〜6月5日（日）
1泊2日
参加費 ４，
６００円
対 象 小・中学生を含む家族・グループ
定 員 ６０名

盛夏、紺碧の舳倉島を巡る自然観察会
6月4日
（土）
参加費
対
定

なし（フェリー乗船料４，
６００円
程度必要）
象 小学生低学年以下は保護者同伴
員 なし

「やきはた体験」（ヒエナギ）
6月4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

親子 DE キャンプ
6月4日
（土）〜6月5日（日）
1泊2日
参加費
対
定
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子ども３，
７００円程度
２００円程度
大人４，
象 小中学生とその家族
員 ２０組６０名程度

主催者／学生ノートック
問合せ＆申込先／E‐mail：gakusei@no-tokku.org
HP：https : //www.no-tokku.org
５月上旬から募集予定
申込／E‐mail・ウェブ

えごま畑（辰巳町）
辰巳用水三段石垣付近
【１回目】
集合 ９：００ 解散 １１：００
【２回目】
集合 １０：００ 解散 １２：００

主催者／金沢えごまクラブ
担当：佐野
TEL０９０‐８０９６‐８４１０ FAX０７６‐２６４‐３９１３
E‐mail：masakosano３１@yahoo.co.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（金）
〜定員になり次第締切
募集／４月１日
申込／電話・FAX・E‐mail

オンライン（Zoom）や LINE 等、連絡方法について
は要相談
高山植物を守ろう

親子夏物語

主催者・問合せ・申込先

詳細が決まり次第、ホームページで発表
致します。

白山外来植物除去ボランティア研修講座①

参加費 無料
対 象 高校生以上
定 員 １００名

開催地
集合解散場所・時間

白山市鶴来総合文化会館 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
クレイン
９２０‐２３２６ 石川県白山市木滑ヌ４番地
TEL０７６‐２５５‐５３２１ FAX０７６‐２５５‐５３２３
白山市鶴来総合文化会館
E‐mail：hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
クレイン
HP：https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
（白山市七原町７７）
問合せ＆申込先／主催者と同じ
受付 １３：００
電子申請、電話、FAX、E‐mail で受付
開始 １３：３０
募集／５月６日
（金）
〜定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E‐mail・ウェブ
解散 １５：３０
石川県立鹿島少年自然の 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
家とその周辺
分ハ‐１
石川県立鹿島少年自然の家
TEL０７６７‐７７‐２２００ FAX０７６７‐７７‐２２０１
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（水・祝）〜定員になり次第締切
募集／５月４日
申込／電話

主催者／石川県自然解説員研究会
舳倉島ならではの植物や海岸風景を楽し 輪島市
HP：https : //kaisetuin.jimdo.com/
む
集合 ８ ：００
問合せ＆申込先／TEL０９０‐４６８２‐８８７２（高次政信）
輪 島 港「へ ぐ ら 航 申込／不要
島内一周（フェリー欠航の場合、石川県
路」待合室
健康の森自然歩道を巡る）
開始 ８ ：００
新型コロナ感染防止のためマスク着用を 解散 １６：３０
お願いします。
白山ろくの出作り跡地（赤谷）山の斜面 白山市桑島
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 白山ろく民俗資料館
います。
集合 ８ ：３０
解散 １５：００
長袖・作業のできる服装。昼食・飲み物
は各自で持参。

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
１ヶ月前から電話などで受付
（木・祝）〜定員になり次第締切
募集／５月５日
申込／電話・FAX・E‐mail

親子が協力してテント泊にチャレンジ！

主催者／石川県立白山青年の家
担当：荒川
９２０‐２１１３ 石川県白山市八幡町戌１４２番地
TEL０７６‐２７２‐３６９５ FAX０７６‐２７２‐３６９４
E‐mail：info@hakusanseinen.jp
HP：http : //www.hakusanseinen.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（土）
〜定員になり次第締切
募集／４月９日
申込／電話

石川県立白山青年の家

野外炊飯、テント泊、ウォークラリーで 石川県立白山青年の家
の探索を行い、家族の親睦を深めるとと （白山市八幡町戌１４２）
もに交流も深めます。
集合 １０：００
開始 １０：３０
解散 １５：００

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

缶工作で美味しいポップコーンを作ろう！

6月5日
（日）
参加費 １人４００円
対 象 小学生以上で親子
定 員 ３０名

概

要

開催地
集合解散場所・時間

オリジナル焼き缶をつくり、ポップコー 北部公園
ン作りに挑戦してみよう！頑張って出来
北部公園 さくらの宴
立てのポップコーンを食べよう！
開始 ９ ：３０
雨が降りそうな時には雨具を持参してく 解散 １２：００
ださい。

初夏の植物と昆虫を観察しよう

能美市長滝町

七ツ滝〜灯台笹（とだしの）湿地

集合

医王山ガイドトレック

たんけん大好き大人向け（年４回シリーズ）

医王山

6月5日
（日）

＜山滴（したた）る編＞
医王の里
■概要：初夏の医王山渓谷で水と戯れる気持ちよさを体感しま 集合 ７ ：００
す。三蛇ヶ滝の先から豊吉川源流のダオ谷を夕霧峠まで遡り、 解散 １５：００（予定）
白兀山にも登ります。
★コース：しがらくびP⇒大池平⇒三蛇ヶ滝（一部登山道・高
巻）⇒豊吉川源流部⇒ダオ谷⇒夕霧峠⇒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。

七ツ滝自然観察会

6月5日
（日）
参加費
対 象
定 員

なし
小学生低学年以下は保護者同伴
なし

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（登山道が
ない沢や藪漕ぎもあります。沢歩
きができる履物が必要です）
※詳細はお問い合わせ下さい
定 員 ６名※最小催行人数２名〜

９ ：００
七ツ滝駐車場
新型コロナ感染防止のためマスク着用を 開始 ９ ：００
お願いします。
解散 １５：００

スイカを育てるキャンプ（日帰り）

スイカを育ててみよう

6月5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。
感染症の状況により他参加者と日時を異にして個別の実施も可能。

第１回 ５月３日
（火・祝）「苗植え」
（日）
「つるだし」
第２回 ６月５日
（日）
「収穫」
第３回 ７月３１日

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）
対 象 ５歳以上 小学生低学年以下は保護者同伴
定 員 １５組 １人でも可

チョウの標本をつくろう
6月5日
（日）
参加費

対
定

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）と、簡易
展翅版（１００円）をご購入いただきます。
象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
員 午前・午後、各５組

トンボサンクチュアリーいきものガイド
6月5日
（日）
参加費

対
定

有料
料金は電話・HP 等で確認して
ください。
象 小学生以上
大人
員 １５名程度

6月10日
（金）
参加費
対
定

大人２００円
子ども無料
象 小学生以上
小中学生は保護者同伴
員 ２０名

親子地引き網物語

Part1

夕日寺里山楽習塾

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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（水）
〜５月６日
（金）
募集／４月６日
申込／電話・FAX・E‐mail

夕日寺健民自然園

田んぼのあった「大深谷」を人工の水辺「ト 夕日寺健民自然園
ンボの聖地」にしておよそ３０年。水辺の環 開始 １０：００
境も大きく変化しました。トンボや水辺の 終了 １２：００
生きものたちの暮らしをみてみましょう。
応募者多数の場合は抽選を行います。定員
に達しない場合は、募集を継続します。

親子で挑戦！地引き網！

参加費 ２，
０００円
対 象 小・中学生を含む家族・グループ
定 員 ６０名

参加費 無料
対 象 高校生以上
定 員 １００名

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
（日）
参加費 １人１，
０００円（レクリエーション保険込）
対 象 一般
子どもの同伴可。参加費については要相談
定 員 ２０名

主催者／TABITAIKEN ネット
担当：栂（とが）
TEL０９０‐６２７２‐８６９９
E‐mail：tabitaiken@gmail.com
HP：https : //www.tabitaiken.com
問合せ＆申込先／主催者と同じ
①名 前②年 齢③連 絡 先 電 話 番 号 を 明 記 し
tabitaiken@gmail.com へ。
折り返しそのメールアドレスに返信します。
募集／４月１日
（金）
〜定員になり次第締切
申込／E‐mail・ウェブ

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 FAX０７６‐２７３‐９９７０
E‐mail：kontyu@furekon.jp
HP：https : //www.furekon.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
６月に実施される３回分の標本教室を「５月２２日」
９：００よりインターネット受付を開始します。
募集／５月２２日
（日）
〜定員になり次第締切
申込／ウェブ

6月11日
（土）

6月11日
（土）

主催者／石川県自然解説員研究会
HP：https : //kaisetuin.jimdo.com/
（宮下由美子）
問合せ＆申込先／TEL０９０‐２３７０‐７０８３
申込／不要

昆虫館で飼育展示している日本最大級の 石川県ふれあい昆虫館
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 石川県ふれあい昆虫館
きます。
（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

大島海岸（羽咋市）で地引き網。

県民白山講座 白山登山と高山植物の集い

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
（金）
〜６月４日
（土）
募集／４月１日
申込／電話・FAX・E‐mail

藤木農園 オオヨシキリ 主催者／藤木農園
担当：藤木
の畑（内灘町湖西１６）
TEL０９０‐９４４９‐４３２３
E‐mail：fujiki４３２３@gmail.com
集合 ９ ：４５
HP：https : //fujikinouen.jimdofree.com/
開始 １０：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
解散 １７：００
（火）
〜定員になり次第締切
募集／３月１日
希望者はテント泊可能
申込／E‐mail・ウェブ・はがき

園内の小川周辺を飛ぶホタルを観察し、 水生昆虫園
生き物の美しさ、不思議さを体験します。
水生昆虫園
会場に灯りはありませんので、懐中電灯 （河北郡津幡町加茂）
をご持参ください。思いのほか涼しくな 集合 １９：３０〜２０：００
ることがあります。上着をご用意くださ 開始 ２０：００
解散 ２１：００
い。

ホタル観察会

主催者・問合せ・申込先

主催者／石川県森林公園
担当：野村
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
お申込み方法について詳しくはホームページを
ご覧ください。
募集／５月１３日
（金）
〜５月２７日
（金）
申込／ウェブ

石川県立鹿島少年自然の 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
家、大島海岸
分ハ‐１
TEL０７６７‐７７‐２２００ FAX０７６７‐７７‐２２０１
大島海岸集合
問合せ＆申込先／主催者と同じ
鹿島少年自然の家解散
（水）
〜定員になり次第締切
募集／５月１１日
申込／電話

白山市鶴来総合文化会館 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
クレイン
白山の夏山シーズンを前に、登山のため
９２０‐２３２６ 石川県白山市木滑ヌ４番地
の装備、白山の高山植物などについて紹 白山市鶴来総合文化会館
TEL０７６‐２５５‐５３２１ FAX０７６‐２５５‐５３２３
E‐mail：hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
介します。登山相談コーナーも設け、皆 クレイン
HP：https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
さんからの質問に答えます。
（白山市七原町７７）
問合せ＆申込先／主催者と同じ
受付 １３：００
開始 １３：３０
申込／不要
解散 １６：００
白山を知ろう・申込不要

初夏の自然の恵みをいただきます

夕日寺健民自然園 体験
工房
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 夕日寺健民自然園 体験
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。
工房
①解説：笹の生態、いしかわの里山食文化、地産地消による環
（金沢市夕日寺町ハ１１６）
境負荷低減効果について②笹寿司調理実習
集合 ９ ：３０
持ち物：エプロン 三角巾 タオル ふきん キッチンばさみ 開始 ９ ：４０
筆記用具 牛乳パックがあればそのままお持ちください。 解散 １１：３０
１，０００ccでも５００ccでも結構です。

主催者／NPO エコラボ
担当：中村
９２０‐０８２３ 石川県金沢市夕日寺町ホ２３‐２
TEL０７６‐２５３‐８１１２
E‐mail：elaboesd@yahoo.co.jp
HP：https : //npo-ecolabo.jimdosite.com/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
氏名、年齢、当日の連絡先電話番号を明記して
お申込みください。
募集／５月１日
（日）
〜定員になり次第締切
申込／電話・E‐mail・往復はがき

※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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6
月

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

概

開催地
集合解散場所・時間

要

水辺の自然をカヌーでまったり体験

カヌー体験教室

かほく市

現地集合・解散
１部
受付開始 ９ ：００
終了
１０：３０
２部
受付開始 １０：００
終了
１１：３０

6月12日
（日）
参加費 １人１，
０００円
対 象 小学生以上、
小学生以下は相談応
団体相談応
定 員 ２０人

わんぱく遊び塾『ドキドキ!!ほらあな探検隊』 探検！発見！古代のふしぎ!!

加賀市勅使町 法皇山横穴群

参加費

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

対
定

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。

6月12日
（日）
大人・小学生以上 １名１，
５００円
１名１，
０００円
未就学児
（４歳以上）
幼児
（３歳以下） １名６００円
※３人目より１名５００円引き
象 幼児・小学生の親子
員 ２５名

親子地引き網物語

法皇山横穴群駐車場
（加賀市勅使町）
集合 ９ ：１５
開始 ９ ：３０
解散 １５：００

親子で挑戦！地引き網！

Part2

6月12日
（日）
参加費 １人２，
０００円
対 象 小・中学生を含む家族・グループ
定 員 ６０名

昆虫館で飼育展示している日本最大級の 石川県ふれあい昆虫館
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 石川県ふれあい昆虫館
きます。
（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

チョウの標本をつくろう
6月12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）と、簡易
展翅版（１００円）をご購入いただきます。
象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
員 午前・午後、各５組

ヤドカリ学級「磯のカニをさがそう」
6月12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歳
未満のお子様の参加はお勧めで
きません。
定 員 ２０名程度

キャンプ体験！親子 De 手作りコンロ！
目玉焼きに挑戦

能登の里山里海

たいけん

参加費
対
定

象
員

無料
※昼食付き ８００円
不問
なし

能美の里山ガイドハイク
原山・蟹淵

高野山・揚

6月18日
（土）
参加費
対
定

大人１，
０００円
高校生以下５００円
象 ご興味のある方ならどなたでも
員 ２０名

かがっ子！やまキャンプ！
6月18日
（土）〜6月19日（日）
1泊2日
参加費 ４，
０００円
対 象 小学２年〜６年生
定 員 １０人程度

白山に恩返し！白山登山道整備を学ぼう！
〜3回目〜
6月18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 １５名
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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 FAX０７６‐２７３‐９９７０
E‐mail：kontyu@furekon.jp
HP：https : //www.furekon.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
６月に実施される３回分の標本教室を「５月２２日」
９：００よりインターネット受付を開始します。
募集／５月２２日
（日）
〜定員になり次第締切
申込／ウェブ

のと海洋ふれあいセンター 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
磯にはたくさんのカニが住んでいます。 のと海洋ふれあいセンター
TEL０７６８‐７４‐１９１９ FAX０７６８‐７４‐１９２０
つかまえて種類を調べてみましょう。
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
E‐mail：nmci@notomarine.jp
開始 １０：３０
HP：http : //notomarine.jp/
終了 １２：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（日）
〜定員になり次第締切
募集／５月１日
申込／電話・FAX・E‐mail
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

参加費 一人５００円
対 象 小学生
（低学年は保護者同伴）
定 員 ３０人

6月18日
（土）

主催者／一般社団法人加賀みどりの楽校
９２２‐０６７１ 石川県加賀市大聖寺瀬越町２３の
１９４番地の１
問合せ＆申込先／かが緑の里自然教室
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
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/
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。
（月）
〜定員になり次第締切
募集／４月４日
申込／電話・E‐mail・ウェブ

はっけん

6月12日
（日）

トンボの楽園環境整備ボランティア体
験活動

主催者／C'spread
担当：山﨑
TEL０９０‐９４４６‐５５７４
E‐mail：c̲spread̲yama@yahoo.co.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（木）
〜定員になり次第締切
募集／５月１２日
申込／電話・E‐mail

石川県立鹿島少年自然の 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
家、大島海岸
分ハ‐１
TEL０７６７‐７７‐２２００ FAX０７６７‐７７‐２２０１
大島海岸集合
問合せ＆申込先／主催者と同じ
鹿島少年自然の家解散
（水）
〜定員になり次第締切
募集／５月１１日
申込／電話

大島海岸（羽咋市）で地引き網。

6
月

対
定

水辺公園

主催者・問合せ・申込先

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

生き物と共存できる環境を創ろう

鞍掛山第二駐車場

滝ヶ原の「トンボの楽園」を整備します。希 鞍掛山第二駐車場
少生物を保全・生物多様性を維持していくた （小松市滝ヶ原町）
め、皆様のご協力をお待ちしております。
集合・開始 ９：００
解散 １１：００
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。
里山の四季を体感しよう

能美市鍋谷町
原山、蟹淵

山と川と探検と

石川県民の森

１日目
集合 １１：００ テント張り、散策・生きもの探し、
川あそびなど
２日目
朝食準備 ６：００ ハイキング、昼食づくりなど
解散 １１：００

１日目
集合 １１：００ 県民の森
２日目
解散 １１：００

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
（日）
〜６月１１日
（土）
募集／５月１日
申込／電話・FAX・E‐mail

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/
（水）
〜６月１５日
（水）
募集／４月６日
申込／電話・FAX・E‐mail・ウェブ

高野山、揚 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
高野山（標高３７３m）から揚原山（標高４８７m）
TEL０７６１‐５１‐２３０８ FAX０７６１‐５１‐２３０８
E‐mail：info@nominosatoyama.com
の里山パノラマコースをゆったりと歩き、能美 こくぞう里山公園交流館
HP：http : //www.nominosatoyama.com/
の里山の絶景「蟹淵」を訪ねます。蟹淵ではモ （能美市和気町い２１‐１）
問合せ＆申込先／主催者と同じ
リアオガエルの卵塊と県内ではここだけしか棲 受付 ８ ：４０
開始 ９ ：００
約２ヶ月前から受付
んでいないルリイトトンボが観察できます。
解散 １５：００頃
申込／電話・FAX・E‐mail・往復はがき
お弁当持参

※１日目の昼食は持参
環境に配慮した登山道整備を体験しよう！

白山市白峰地内
尾根登山道

主催者／一般社団法人加賀みどりの楽校
９２２‐０６７１ 石川県加賀市大聖寺瀬越町２３の
１９４番地の１
問合せ＆申込先／かが里山里海しぜん楽校
TEL０９０‐４６８５‐７６８３
E‐mail：sizentaiken７２１@gmail.com
申し込み後案内を送りします
（金）
〜６月８日
（水）
募集／４月１日
申込／電話・E‐mail・ウェブ

チブリ 主催者／NPO 法人

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 市ノ瀬ビジターセンター
登山道で維持管理作業を体験しましょう。３ 集合 ７ ：００
回目は環境に配慮した登山道整備を実施しま 解散 １６：００
す。
※登り１〜２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
（金）
〜６月１０日
（金）
募集／４月１日
申込／電話・E‐mail

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

概

要

夕日寺里山楽習塾

苔アートを楽しむ
6月19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３年生以上
大人
定 員 １５名程度

夕日寺健民自然園

応募者多数の場合は抽選を行います。定員に達し
ない場合は、募集を継続します。
自然の素晴らしさをいっしょに伝えよう

6月19日
（日）

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

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
担当：奥
９２７‐０６０４ 石川県鳳珠郡能登町字九里川尻
石川県立能登少年自然の家
１６字２０番地
TEL０７６８‐７２‐２２００
HP：http : //www.ishikawa-shizen.jp/noto/top.html
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（水）
〜定員になり次第締切
募集／５月１８日
申込／電話

仲間との外国語を用いた体験活動を通し 国立能登青少年交流の家
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。集団宿泊体 国立能登青少年交流の家
験を通して、より良い人間関係を作る力
を育みます。

国際理解キャンプ①
6月25日
（土）〜6月26日（日）
1泊2日
参加費 ３，
０００円程度
対 象 小学５・６年生
定 員 ３０名

白山に恩返し！白山登山道整備を学ぼう！
〜4回目〜
6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（お子様同伴はお問い
合わせ下さい）
定 員 ３０名

鞍掛山 環境整備ボランティア体験活動

参加費 無料
対 象 高校生以上
定 員 ４０名

オオバコ等除去

6月26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

チョウの標本をつくろう
6月26日
（日）
参加費

対
定

白山の登山道にはボランティアで整備されて
いる箇所があります。４回目は登山道に侵入
した外来植物の対策を実施します。登山道（徒
歩２〜３時間）、登山口周辺（徒歩３０分程度）に
分かれて作業します。参加者の体力で班分け
します。登山口の作業は、初心者やお子様大
歓迎です！
安全・安心な登山を目指しましょう！

白山市白峰地内
尾根登山道

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）と、簡易
展翅版（１００円）をご購入いただきます。
象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
員 午前・午後、各５組

高山植物を守ろう

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
約１ヶ月前からホームページ上で受付
申込／ウェブ

6
月

チブリ 主催者／NPO 法人

白山の自然を考える会
担当：北市
TEL０８０‐６３５７‐７８４３
市ノ瀬ビジターセンター
E‐mail：nagato１９３１@yahoo.co.jp
集合 ８ ：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
解散 １５：００
（金）
〜６月１７日
（金）
募集／４月１日
（登山口の作業は午前のみ 申込／電話・E‐mail
の参加も可能です）
鞍掛山第一駐車場

鞍掛山登山道の整備、白山眺望憩いの広 鞍掛山第一駐車場
場の整備活動をします。
集合・開始 ９：００
解散 １２：３０
積極的なご参加お待ちしております！
鎌・鍬・草刈機をお持ちの方はご持参頂
けたら幸いです。
お弁当、水筒をご持参ください。

6月26日
（日）

白山外来植物除去作業
in 市ノ瀬

白山に侵入した外来植物対策を体験しよう！

主催者・問合せ・申込先
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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（水）
〜５月１９日
（木）
募集／４月２０日
申込／電話・FAX・E‐mail

今、人気の「苔」は私たちが身近に付き合うこと 夕日寺健民自然園
のできる最も小さな緑です。お部屋やベランダで 開始 １０：００
も育てられとても手軽に楽しめます。自分だけの 終了 １２：００
「苔アート」の世界を楽しんでみませんか。

ボランティア養成セミナー

参加費 ６００円程度
対 象 高校生〜一般
定 員 ２０名

開催地
集合解散場所・時間

市ノ瀬ビジターセンター

白山登山の玄関口、市ノ瀬駐車場に生え 市ノ瀬ビジターセンター
るオオバコの除去作業です。採ったオオ （白山市白峰ノ‐３５‐１）
受付 １２：３０
バコはお茶にして楽しみます。
開始 １３：００
解散 １６：００

昆虫館で飼育展示している日本最大級の 石川県ふれあい昆虫館
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 石川県ふれあい昆虫館
きます。
（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／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/
（水）
〜６月２２日
（水）
募集／４月６日
申込／電話・FAX・E‐mail・ウェブ
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：https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
電子申請、電話、FAX、E‐mail で受付
募集／５月６日
（金）
〜定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E‐mail・ウェブ
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 FAX０７６‐２７３‐９９７０
E‐mail：kontyu@furekon.jp
HP：https : //www.furekon.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
６月に実施される３回分の標本教室を「５月２２日」
９：００よりインターネット受付を開始します。
募集／５月２２日
（日）
〜定員になり次第締切
申込／ウェブ

7月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員

白山に恩返し！白山登山道整備を学ぼう！
〜5回目〜
7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 １０名

エンジョイ家族「沢登り」
7月2日
（土）
参加費 一人１，
５００円程度
対 象 小中学生
（５年生以上）
を含む家族
（大人・子ども２人１組が基本）
定 員 １５名程度（７家族程度）

概

要

開催地
集合解散場所・時間

白山高山帯のサンショウウオを観察しよ 白山市白峰地内
う！
尾根登山道

主催者・問合せ・申込先

チブリ 主催者／NPO 法人

別山に続くチブリ尾根登山道で維持管理 市ノ瀬ビジターセンター
作業を体験しましょう。５回目はチブリ 集合 ７ ：００
尾根の自然を知る活動として、サンショ 解散 １６：００
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
（金）
〜６月２４日
（金）
募集／４月１日
申込／電話・E‐mail

自然の渓流で、家族で沢登りにチャレン 白山ろく少年自然の家お 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
ジ。
よび白山ろくの渓流
TEL０７６‐２５６‐７１１４
内容：家族での沢登り体験
HP：https : //www.hakusan６.com
白山ろく少年自然の家
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

※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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7
月

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

自然体験指導者養成講習会「沢登り」

概

要

渓流体験・沢登り教室

7月2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

親子七夕づくり

7月3日
（日）
参加費 １組５００円
対 象 ５歳以上の親子
定 員 １０組

7
月

高山植物を守ろう

7月3日
（日）

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。

エンジョイ家族「イワナ」①②
①7月3日
（日） ②9月10日（土）
①②各日帰り
参加費 一人１，
５００円程度
対 象 小中学生を含む家族
定 員 ①４０名（１０家族）程度
②８０名（２５家族）程度

7月3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

7月9日
（土）
参加費 １個４００円
対 象 小学生以上で親子
定 員 ３０名（各回１０名まで）

ファミリーキャンプ②
7月9日
（土）〜7月10日（日）
1泊2日

白山ろく少年自然の家お 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
よび白山ろくの渓流
TEL０７６‐２５６‐７１１４
HP：https : //www.hakusan６.com
白山ろく少年自然の家
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

白山ろく少年自然の家お 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
よび白山ろくの渓流
TEL０７６‐２５６‐７１１４
HP：https : //www.hakusan６.com
白山ろく少年自然の家
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

自然の竹を使い、水鉄砲 を 作 っ て み よ 白山ろくテーマパーク河 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
う！暑い夏は竹の水鉄砲でいっぱい遊ぼ 合・下野園地
TEL０７６‐２７２‐３６３７ FAX０７６‐２７２‐３９３７
う！
E‐mail：info@hakusanpark.com
白山ろくテーマパーク河
（日）
〜７月８日
（金）
募集／５月１日
雨天の場合は中止になります。
合・下野園地
①開始 ９：３０〜 解散１０：１０ 申込／電話・FAX・E‐mail
②開始１０：２０〜 解散１１：００
③開始１１：１０〜 解散１１：５０
家族での自然体験を通して、家族間のコ 国立能登青少年交流の家
ミュニケーションを深めます。野外炊飯
や野外活動を通して、体験活動の必要性 国立能登青少年交流の家
や重要性を感じ取る機会とします。

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
約１ヶ月前からホームページ上で受付
申込／ウェブ

水銀灯と白布を使ってライトトラップを 金沢市内
しかけ、集まってくる昆虫を観察、採集
します。
受付 １９：００〜
開始 １９：３０
解散 ２１：００
・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。

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
（木）
〜定員になり次第締切
募集／６月９日
申込／電話

心と体で体験しよう

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：https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
約１か月前から石川県電子申請サービス及び電話
で受付 ※受付は電子申請を優先します
募集／６月１０日
（金）
〜定員になり次第締切
申込／電話・ウェブ

参加費 ３，
０００円程度
対 象 家族
定 員 ６０名

ライトトラップで昆虫を採集しよう
7月9日
（土）
参加費
対 象
定

無料
小３〜中３
（小学生は保護者同伴必須）
員 １２名

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9日
（土）
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

わくわく親子あそび塾
自然素材で染あそび
7月9日
（土）
参加費

大人８００円 子ども５００円
親子で１作品は２人で１，
２００円
対 象 ５歳以上の親子、大人
定 員 ２０名
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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：https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
電子申請、電話、FAX、E‐mail で受付
募集／５月６日
（金）
〜定員になり次第締切
申込／電話・FAX・E‐mail・ウェブ

自然の中で家族でイワナつかみを楽しみ 白山ろく少年自然の家お 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
ます。
よび周辺の川
TEL０７６‐２５６‐７１１４
内容：自然渓流でのイワナつかみ活動
HP：https : //www.hakusan６.com
白山ろく少年自然の家
問合せ＆申込先／主催者と同じ
①②とも各実施日の約１か月前から受付
（休館日は除く）
申込／電話

自然体験指導者養成講習会「イワナつかみ」 イワナつかみ体験

竹の水鉄砲作り

主催者・問合せ・申込先

担当：野村
七夕飾りのいわれと作り方を教わり、親 森 林 公 園 イ ン フ ォ メ ー 主催者／石川県森林公園
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
子で協力して七夕飾りを作ります。
ションセンター
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
園内で間伐した竹をお持ち帰りいただけ 森 林 公 園 イ ン フ ォ メ ー
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
ます。
ションセンター
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（河北郡津幡町字津幡エ１４） お申込み方法について詳しくはホームページを
集合 ９ ：３０〜１０：００
ご覧ください。
開始 １０：００
募集／６月５日
（日）
〜６月１９日
（日）
申込／ウェブ
解散 １２：００

白山外来植物除去ボランティア研修講座②

参加費 無料
対 象 高校生以上
定 員 １００名

開催地
集合解散場所・時間

中宮展示館

白山ろくの渓流で、川の生き物や大地の 中宮展示館
造形などについて観察しながら学びま （白山市中宮オ９）
受付 ８ ：３０
す。
開始 ９ ：００
終了 １５：００

身近な素材であなた色に染めてみません 白山市チャレンジ村
か
チャレンジ村
染めたい物を選んだら、生地を絞ったり （白山市寄新保町６６６‐２）
畳んで模様をつけよう。玉ねぎの皮や桑
集合 １３：１５
の実などでお好みの色に染めてみよう！
開始 １３：３０
解散 １６：００
小物の持ち込みは１点まで可

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
（水）
〜定員になり次第締切
募集／６月１日
申込／FAX・E‐mail

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

夏をあそぶ・親子であそぶ
7月9日
（土）
参加費

対
定

有料
料金は電話・HP 等で確認して
ください。
象 年中児〜小学１年生の親子
員 １５名程度

カヌー体験教室

概

開催地
集合解散場所・時間

要

夕日寺里山楽習塾

夕日寺健民自然園

夏の自然園の森で、いろいろな生きもの 夕日寺健民自然園
たちと出会い、涼しい木陰で親子でゆっ 開始 １０：００
くり過ごしませんか。
終了 １２：００
応募者多数の場合は抽選を行います。定
員に達しない場合は、募集を継続します。
水辺の自然をカヌーでまったり体験

かほく市

現地集合・解散
１部
受付開始 ９ ：００
終了
１０：３０
２部
受付開始 １０：００
終了
１１：３０

7月10日
（日）
参加費 １人１，
０００円
対 象 小学生以上、
小学生以下は相談応
団体相談応
定 員 ２０人

ふれる・さぐる・つくる子どもエコタイム

7月10日
（日）
参加費 ３００円
対 象 小学生以上
定 員 １２名

森のそめものやさん「北アメリカから
来た植物でそめてみよう」
7月10日
（日）
参加費
対
定

大人２，
０００円 子ども１，
０００円
※参加費、手ぬぐい１枚分の材料費、保険代
小学生以上〜大人（小学生は保護者同伴）
※幼児の方も参加できますが、お話の内容
は小学生以上ですのでご了承ください
員 １５名程度
象

おもしろ環境実験③お麩のひみつ

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歳
未満のお子様の参加はお勧めで
きません。
定 員 ２０名程度

真夏の里山探鳥会
7月16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 小学３年生以上
大人
定 員 １５名程度

サバイバル道場！缶で炊くご飯に挑戦！

7月17日
（日）
参加費 １人５００円
対 象 親子、小学生（保護者同伴）
定 員 ３０名

初夏のきのこ観察会
7月17日
（日）
参加費
対
定

大人２００円
子ども無料
象 小学生以上
小中学生は保護者同伴
員 ２０名

スノーケリング指導者研修会
7月17日
（日）・8月20日（土）
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 １０名程度

冒険チャレンジキャンプ
7月20日
（水）〜7月21日（木）
1泊2日
参加費 ２４，
０００円／１人（必 要 装 備 レ ン
タル代、コース中の食事、入浴
料、保険料を含みます）
対 象 小学４年生〜中学生
定 員 ８名

主催者／公益社団法人 いしかわ環境パートナー
シップ県民会議
HP：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（月）
〜６月９日
（木）
募集／５月９日
申込／電話・FAX・E‐mail
主催者／C'spread
担当：山﨑
TEL０９０‐９４４６‐５５７４
E‐mail：c̲spread̲yama@yahoo.co.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（金）
〜定員になり次第締切
募集／６月１０日
申込／電話・E‐mail

持ち物：筆記用具、手拭きタオル、エプロン、水筒

長 土 塀 青 少 年 交 流 セ ン 主催者／タイムマシンクラブ
担当：舘
TEL０７６‐２５２‐３７７８
ター
E‐mail：harucco@topaz.ocn.ne.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
調理実習室
約１ヶ月前から受付開始、定員になり次第締め切り
集合 １３：００受付
電話の場合は午後７時以降
開始 １３：１５
申し込みは、氏名、学校名、学年、連絡先電話
解散 １６：００
番号を
募集／６月１０日
（金）
〜７月７日
（木）
申込／電話・E‐mail

外来植物からあざやかな色をもらおう

夕日寺健民自然園

お麩は、何から作られているのでしょうか。な
んと、お菓子作りに欠かせない小麦粉から作ら
れています。でも、炭水化物だけでなく、筋肉
になるタンパク質も豊富です。さあ、小麦粉か
らタンパク質を取りだして、お麩を作ってみま
しょう。

草木染めをしながら「里山保全」や「外来種問題」についてちょっと考えてみ 体験工房
ませんか？
集合 ９ ：３０
里山整備としていわゆる「雑草」を刈り、捨ててしまう前に色を取り出します。
解散 １４：３０
白い布にいろいろな模様を付けて、世界に１枚のマイ手ぬぐいに染め上げましょ
う！

主催者／はぐくみ
担当：蔦原
問合せ＆申込先／はぐくみ 蔦原（つたはら）せん
ちゃん
chihijin@yahoo.co.jp
（金）
〜７月３日
（日）
募集／４月１日
申込／E‐mail

昼食は各自ご準備ください。その他の持ち物や詳細はメール返信でご連絡いた
します。

ヤドカリ学級「夏の磯で生き物を探そう」 能登の里山里海
7月16日
（土）

水辺公園

主催者・問合せ・申込先

たいけん

はっけん

のと海洋ふれあいセンター 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
磯には様々な生き物がいます。つかまえ のと海洋ふれあいセンター
TEL０７６８‐７４‐１９１９ FAX０７６８‐７４‐１９２０
て行動を観察してみましょう。
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
E‐mail：nmci@notomarine.jp
開始 １０：３０
HP：http : //notomarine.jp/
終了 １２：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（水）
〜定員になり次第締切
募集／６月１日
申込／電話・FAX・E‐mail
夕日寺里山楽習塾

夕日寺健民自然園

梅雨が明け、本格的な暑い夏が待ってい
ます。木陰で奏でる小鳥たちの真夏の森
の「シンフォニー」を聴きに行きません
か。

夕日寺健民自然園
開始 ９ ：００
終了 １１：００
※開始時間注意

応募者多数の場合は抽選を行います。定
員に達しない場合は、募集を継続します。

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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（月）
〜６月１６日
（木）
募集／５月１６日
申込／電話・FAX・E‐mail

サバイバル缶をつくりご飯炊きに挑戦し 白山ろくテーマパーク吉 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
てみよう！完成したご飯でほかほかのお 岡園地
石川県白山市河内町吉岡西８９
にぎりをつくって楽しもう!!
TEL０７６‐２７２‐３６３７ FAX０７６‐２７２‐３９３７
白山ろくテーマパーク吉
E‐mail：info@hakusanpark.com
雨が降りそうな時には雨具を持参してく 岡園地
（日）
〜７月１６日
（土）
募集／５月１日
ださい。
開始 ９ ：３０
解散 １２：００
申込／電話・FAX・E‐mail

専門家指導のもと、森林公園内に発生す 旧森林公園事務所
主催者／石川県森林公園
担当：野村
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
る菌類の観察、採集から種の判定とその
TEL０７６
‐
２８８
‐
６４４９
FAX０７６
‐
２８８
‐６４７９
方法を学びます。
旧森林公園事務所
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
集合 ９ ：００〜 ９ ：３０
問合せ＆申込先／主催者と同じ
開始 ９ ：３０
お申込み方法について詳しくはホームページを
解散 １２：００
ご覧ください。
募集／６月１９日
（日）
〜７月３日
（日）
申込／ウェブ
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 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
のと海洋ふれあいセンター
TEL０７６８‐７４‐１９１９ FAX０７６８‐７４‐１９２０
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
E‐mail：nmci@notomarine.jp
開始 １０：００
HP：http : //notomarine.jp/
終了 １６：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（水）
〜定員になり次第締切
募集／６月１日
申込／電話・FAX・E‐mail

絶対ムリから始まる冒険にチャレンジ

担当：古源
キャンプ場：Cafeフクロウ 主催者／アドベンチャードアーズ
の森プライベートキャンプ 問合せ＆申込先／アドベンチャードアーズ
場
代表 古源 昭宏
ロッククライミング：倉ヶ岳
TEL０９０‐１３９４‐１００２
のロックサイト
E‐mail：info@adventure-doors.com
沢登り：瀬波川
HP：https : //adventure-doors.com
（金）
〜６月３０日
（木）
Cafeフクロウの森キャン 募集／４月１日
申込／電話・E‐mail・ウェブ
キャンセル料は１週間前までは無料、３日前までは２０％、２日前ま プ場
では３０％、前日キャンセルは５０％のキャンセル料をいただきます。 （野々市市末松１‐５６）

Cafeフクロウの森のキャンプ場をベースに「こんなの絶対ムリ」か
らはじまるチャレンジングな体験を通して自分の中に眠っている
可能性に気づいてもらう。１日目：アイスブレイクの後、倉ヶ岳にて
ロッククライミング、キャンプ場に戻りテント設営、夕食準備、夕食、
夕食後、焚き火を囲んでふりかえり
２日目：瀬波川にて沢登り、沢登り終了後入浴してキャンプ場に戻り
片付け、ふりかえリ

※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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7
月

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

わんぱく遊び塾『田舎の川遊び！』
7月23日
（土）・7月30日（土）
参加費
対

定

大人・小学生以上 １名２，
０００円
※３人目より１名５００円引き
象 小学生の親子
※未就学児の兄弟参加はご相談
ください。
員 各２０名

チョウやトンボの標本をつくろう

7月23日
（土）

概

要

本気の川遊び!!

開催地
集合解散場所・時間
加賀市東谷地区の動橋川

加賀市東谷地区（詳細未定）

日本の原風景が残る山里で川遊びを楽し ①７月２３日
（土） 午前の部
９ ：３０〜１２：００
みます。飛び込みや川原遊びをして清流
②７月２３日
（土） 午後の部
を満喫しよう！
１３：３０〜１６：００
③７月３０日
（土） 午前の部

９ ：３０〜１２：００
新型コロナウイルス感染状況によっては
④７月３０日
（土） 午後の部
中止する場合があります。
１３：３０〜１６：００
※集合

各１５分前

資料館の周りでチョウやトンボなどの昆 金沢市内
虫を採集し、それらを標本にします。
受付 １３：００〜
・野外活動に適した服装と履物。
開始 １３：３０
解散 １６：３０

参加費 無料
対 象 小３〜中３
定 員 １２名

能美の里山自然学校

7月23日
（土）

7
月

参加費 ３，
０００円
対 象 小学生
定 員 ２０名

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 小学生の親子
※未就学児の兄弟参加はご相談ください。
定 員 各２０名

押し花教室
7月24日
（日）
参加費

大人５００円
子ども３００円
対 象 ５歳以上
（中学生以下は保護者同伴）
定 員 ２０名

ソーラークッキング
7月29日
（金）
参加費 １家族１，２００円（レクリエーション保険込）
ソーラークッカーキット１台追加 ５００円
対 象 小学生以上
小学生低学年は保護者同伴
定 員 ２０組

カヌー体験教室

加賀市東谷地区の動橋川

動橋川上流域でオリジナルいかだ作りに 加賀市東谷地区（詳細未定）
挑戦！上手く浮かぶかな？
①７月２４日
（日）
（日）
②７月３１日
新型コロナウイルス感染状況によっては 集合 ９ ：１５
時短開催または中止する場合がありま 開始 ９ ：３０
す。
解散 １５：００

主催者／石川県森林公園
担当：野村
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
お申込み方法について詳しくはホームページを
ご覧ください。
募集／６月２６日
（日）
〜７月１０日
（日）
申込／ウェブ

ソーラークッカーを作って真夏のランチ

主催者／NPO エコラボ
担当：中村
９２０‐０８２３ 石川県金沢市夕日寺町ホ２３‐２
TEL０７６‐２５３‐８１１２
E‐mail：elaboesd@yahoo.co.jp
HP：https : //npo-ecolabo.jimdosite.com/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
氏名、年齢、当日の連絡先電話番号を明記して
お申込みください
募集／５月１日
（日）
〜定員になり次第締切
申込／E‐mail・ウェブ・往復はがき

夕日寺公民館

電気もガスも使わないソーラークッキング。発展途上国のエネルギー問題解決、災害時の調
理にも活用が期待されます。クッカーを工作し調理を楽しみながら、自然エネルギーに親し 夕日寺公民館
みましょう。SDGs目標７「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」についても考えます。 （金沢市夕日寺町ロ３５夕日
①ソーラークッカー「段ボールクッカー」の工作②ソーラークッキング実習（クロックムッシュ 寺交流館）
などを予定しています。）③SDGs７「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」を学ぶ
集合 ８ ：５０
★持ち物：アルミホイル１巻（２５cm×２３０cmほど）、ものさし、カッター、はさみ、はけ、重り２ 開始 ９ ：００
個、金属の弁当箱（あれば）、飲み物、帽子、サングラス、タオル、軍手、おにぎりなどの軽食、は
解散 １２：００
し（持ち物には記名をお願いいたします）
＊未就学児の同伴は可能です。安全については保護者の責任でお願いいたします。
＊雨天でも開催し、ソーラークッカーの工作と、同様のメニューでクッキングをします。

水辺の自然をカヌーでまったり体験

かほく市

水辺公園

現地集合・解散
１部
受付開始 ９ ：００
終了
１０：３０
２部
受付開始 １０：００
終了
１１：３０
炭酸飲料のペットボトルで顕微鏡を作 石川県立自然史資料館内
り、タマネギの細胞を観察します。
受付 １３：００〜
開始 １３：３０
解散 １５：００

参加費 無料
対 象 小３〜小６（保護者同伴必須）
定 員 ２０名

スイカを育てるキャンプ（日帰り）

スイカを育ててみよう

7月31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。
感染症の状況により他参加者と日時を異にして個別の実施も可能。

第１回 ５月３日
（火・祝）「苗植え」
（日）
「つるだし」
第２回 ６月５日
（日）
「収穫」
第３回 ７月３１日

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）
対 象 ５歳以上 小学生低学年以下は保護者同伴
定 員 １５組 １人でも可

SUMMER CAMP
①7月31日（日）
（日帰り）
②8月7日
（日）〜9日（火）2泊3日
参加費 ６，
０００円程度
対 象 小学５・６年生
定 員 ３０名
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主催者／一般社団法人加賀みどりの楽校
９２２‐０６７１ 石川県加賀市大聖寺瀬越町２３の
１９４番地の１
問合せ＆申込先／かが緑の里自然教室
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
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/
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。
（月）
〜定員になり次第締切
募集／４月４日
申込／電話・E‐mail・ウェブ

森林公園内で採取される草花でできた押 森 林 公 園 イ ン フ ォ メ ー
し花を使い、オリジナルアート作品を仕 ションセンター
上げます。
森林公園インフォメー
作業しやすい服装でお越しください。
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

参加費 １人１，
０００円
対 象 小学生以上、小学生以下は相談応
団体相談応
定 員 ２０人

7月31日
（日）

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
（木）
〜定員になり次第締切
募集／６月２３日
申込／電話

担当：大口
能美市和気 町、舘 町（舘 主催者／能美の里山ファン倶楽部
９２３‐１２２４ 石川県能美市和気町い２１‐１
谷川）
川や森にはどんな生き物がいるか探して
TEL０７６１‐５１‐２３０８ FAX０７６１‐５１‐２３０８
E‐mail：info@nominosatoyama.com
みよう。水遊びもできるといいね。
こくぞう里山公園交流館
HP：http : //www.nominosatoyama.com/
（能美市和気町い２１‐１）
問合せ＆申込先／主催者と同じ
受付 ８ ：４０
開始 ９ ：００
（１０月、
２０２３年２月も申込み可能）
募集／４月より募集
解散 １６：００
申込／電話・FAX・E‐mail

7月31日
（日）

ペットボトルで顕微鏡ができちゃうの？

主催者／一般社団法人加賀みどりの楽校
９２２‐０６７１ 石川県加賀市大聖寺瀬越町２３の
１９４番地の１
問合せ＆申込先／かが緑の里自然教室
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
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/
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。
（月）
〜定員になり次第締切
募集／４月４日
申込／電話・E‐mail・ウェブ

里山の生き物さがし

わんぱく遊び塾『いかだを作って川遊び！』 清流で川遊び!!
7月24日
（日）・7月31日（日）

主催者・問合せ・申込先

主催者／C'spread
担当：山﨑
TEL０９０‐９４４６‐５５７４
E‐mail：c̲spread̲yama@yahoo.co.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（木）
〜定員になり次第締切
募集／６月３０日
申込／電話・E‐mail

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
（木）
〜定員になり次第締切
募集／６月３０日
申込／電話

藤木農園 オオヨシキリ 主催者／藤木農園
担当：藤木
の畑（内灘町湖西１６）
TEL０９０‐９４４９‐４３２３
E‐mail：fujiki４３２３@gmail.com
集合 ９ ：４５
HP：https : //fujikinouen.jimdofree.com/
開始 １０：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
解散 １７：００
（火）
〜定員になり次第締切
募集／３月１日
希望者はテント泊可能
申込／E‐mail・ウェブ・はがき

小学５・６年生対象の宿泊体験学習。能登 国立能登青少年交流の家
の里海里山でボランティアスタッフと共
に体験活動を行い、思い出をつくります。 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
約１ヶ月前からホームページ上で受付
申込／ウェブ

8月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員

シロアリを自在に操る方法!?
−道しるべフェロモンの実験−
8月6日
（土）
参加費 無料
対 象 小３〜大人
定 員 １６名

「やきはた体験」（ナナギ）
8月6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

わたしの森づくり

概

要

開催地
集合解散場所・時間

主催者・問合せ・申込先

担当：嶋田
ペンと紙を使って、シロアリの道しるべ 石川県立自然史資料館内 主催者／石川県立自然史資料館
９２０‐１１４７ 石川県金沢市銚子町リ４４１番地
フェロモンの実演実験を行います。
および周辺
TEL０７６‐２２９‐３４５０ FAX０７６‐２２９‐３４６０
E‐mail：info-m@n-muse-ishikawa.or.jp
受付 １３：００〜
HP：https : //www.n-muse-ishikawa.or.jp/
開始 １３：３０
解散 １５：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（水）
〜定員になり次第締切
募集／７月６日
申込／電話
白山ろくの出作り跡地（西山）の斜面を 白山市白峰
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 白山ろく民俗資料館
ます。１１月には大根の収穫を行います。 集合 ８ ：３０
解散 １５：００
長袖・作業のできる服装。昼食・飲み物
は各自で持参。

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
１ヶ月前から電話などで受付
（水）
〜定員になり次第締切
募集／７月６日
申込／電話・FAX・E‐mail

ジオラマ風に自分の森をつくってみよう！

白山ろくテーマパーク吉 主催者／㈱岸グリーンサービス
岡園地
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
白山ろくテーマパーク吉
TEL０７６‐２７２‐３６３７ FAX０７６‐２７２‐３９３７
E‐mail：info@hakusanpark.com
持ち物：帽子、飲み物、枝切りバサミ（できれば） 岡園地
雨天でも決行しますが、雷の場合は中止。
（水）
〜８月６日
（土）
募集／６月１日
開始 １０：００
雨の場合は雨具（防寒も兼ねる）を持参して下
解散 １２：００
申込／電話・FAX・E‐mail
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。
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。

8月7日
（日）
参加費 １個５００円
対 象 親子、小学生
（小学３年生以下は保護者同伴）
定 員 ３０名

カヌー体験教室

水辺の自然をカヌーでまったり体験

参加費 １人１，
０００円
対 象 小学生以上、
小学生以下は相談応
団体相談応
定 員 ２０人

8月7日
（日）
参加費 １作品５００円
対 象 ５歳以上の親子
定 員 １０組

押し葉で植物ずかんをつくろう
8月7日
（日）
参加費
対 象
定

無料
小３〜高３
（小学生は保護者同伴必須）
員 １５名

第1回「藍の生葉染め」
8月7日
（日）

水辺公園

現地集合・解散
１部
受付開始 ９ ：００
終了
１０：３０
２部
受付開始 １０：００
終了
１１：３０

8月7日
（日）

親子木の実小枝細工教室

かほく市

8月7日
（日）
参加費

対
定

有料
料金は電話・HP 等で確認して
ください。
象 小学生以上
大人
員 １５名程度

夏キャンプ（仮）

8月中旬に開催予定
参加費
対 象
定 員

未定
未定
未定

主催者／C'spread
担当：山﨑
TEL０９０‐９４４６‐５５７４
E‐mail：c̲spread̲yama@yahoo.co.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（木）
〜定員になり次第締切
募集／７月７日
申込／電話・E‐mail

担当：野村
樹木の実、小枝の特徴を活かして、親子 インフォメーションセン 主催者／石川県森林公園
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
で協力しながら創作活動を行います。
ター学習ホール
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
作品を入れる段ボールや袋をご用意くだ インフォメーションセン
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
さい。また、作業しやすい服装でお越し ター
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（河北郡津幡町字津幡エ１４） お申込み方法について詳しくはホームページを
ください。
集合 ９ ：３０〜１０：００
ご覧ください。
開始 １０：００
募集／７月１０日
（日）
〜７月２４日
（日）
申込／ウェブ
解散 １２：００
資料館の周りで集めた植物でアルバム 石川県立自然史資料館内
シートを使ったオリジナル植物図鑑をつ および周辺
くります。
受付 １３：００〜
持参品：飲料、帽子、タオル、虫よけス 開始 １３：３０
解散 １６：００
プレー等（あれば）
服装：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

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
（木）
〜定員になり次第締切
募集／７月７日
申込／電話

藍の生葉染めはタデアイの葉を用いま 白山ろく民俗資料館
す。白布（絹）にしぼりの模様を入れて、
白山ろく民俗資料館
オリジナル作品を作ります。
集合 ９ ：００
解散 １２：００
軽作業に適した服装

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
１ヶ月前から電話などで受付
（水）
〜定員になり次第締切
募集／７月６日
申込／電話・FAX・E‐mail

参加費 １人３５０円（別途入場料が必要）
対 象 小学生以上
（小学生は保護者同伴）
定 員 １０名

竹の水鉄砲作ってあそぼう

8
月

夕日寺里山楽習塾

夕日寺健民自然園

大人にはなつかしく子どもにははじめて 夕日寺健民自然園
の竹の水鉄砲づくりに挑戦してみよう。 開始 １０：００
水鉄砲の作り方だけでなく、竹林にも目
終了 １２：００
を向け関心を持ってね。親子やおともだ
ちと、
さっそく作った水鉄砲で水あそび。
応募者多数の場合は抽選を行います。定
員に達しない場合は、
募集を継続します。
今の時代にはあまり機会がない、自然と 未定
触れ合える環境の中で、初めて出会う仲
間と一緒に普段味わうことのできないワ 未定
クワクするような体験をすることによ
り、仲間への思いやりを育みます。

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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（水）
〜７月７日
（木）
募集／６月８日
申込／電話・FAX・E‐mail
主催者／学生ノートック
問合せ＆申込先／E‐mail：gakusei@no-tokku.org
HP：https : //www.no-tokku.org
申込／E‐mail・ウェブ

詳細が決まり次第、ホームページで発表
致します。

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

8月11日
（木・祝）
参加費 大人７００円 子ども３００円
対 象 年中児〜大人
（年中児・小学生低学年は保護
者同伴）
定 員 ２０名

「山の日」記念白山・日本海眺望鞍掛山登山

8月11日
（木・祝）
参加費 無料
対 象 小学校低学年以下は保護者同伴
定 員 ４０名

セミ博士になろう−抜け殻の種類を見分
けるには？−
8月11日
（木・祝）
参加費
対 象

無料
小３〜大人
（小学生は保護者同伴必須）
員 １２名

県民白山講座 山の日記念企画
自然・文化を知る
8
月

白山の

8月11日
（木・祝）
参加費 無料
対 象 高校生以上
定 員 １００名

竹の水鉄砲作り

8月14日
（日）
参加費 １個４００円
対 象 小学生以上で親子
定 員 ３０名（各回１０名まで）

みんなで白山の植物を調べよう（2004
年開始19回目）
8月17日
（水）〜8月18日（木）
1泊2日
参加費 １１，５００円（山荘宿泊料１泊２日２食１１，０００＋
保険料＋雑費）１日目と２日目の昼食は各自
対 象 大人
（高校生以上、
高校生の場合
は引率者必要）
定 員 １５名

カヌー体験教室
8月21日
（日）
参加費 １人１，
０００円
対 象 小学生以上、
小学生以下は相談応
団体相談応
定 員 ２０人

親子木工品づくり体験

8月21日
（日）
参加費 １組１，
５００円
対 象 小学生３年生以上の親子
定 員 １０組

DNA かんたん実験！
8月21日
（日）
参加費
対 象
定

無料
小３〜中３
（小学生は保護者同伴必須）
員 ８名

第2回「藍の生葉染め」
8月21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 １０名
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要

開催地
集合解散場所・時間

主催者・問合せ・申込先

楽しみながら体を動かし自然を感じよ 白山市鶴来地区獅子吼山 主催者／白山獅子吼自然人クラブ（TEAM はくさ
う！
ろく
担当：金丸
ん２１グループ）
９２０‐２１６５ 石川県白山市富光寺町１６番地
夏の獅子吼山ろく（手取川十八河原・古 道の駅しらやまさん＜館
（北陸 K・K 企画内）
宮公園）
内＞（能美市和佐谷町２００）
TEL０９０‐３９２４‐７１６５ FAX０７６‐２７３‐３９２６
E‐mail：k‐kazu１６@nifty.com
受付集合 ９ ：４０
参加申込者には準備物等は前日までに連 開始
１０：００〜
問合せ＆申込先／主催者と同じ
絡します。
１２：３０（予定） 募集／７月１日
（金）
〜８月９日
（火）
終了
申込／電話・FAX・E‐mail・ウェブ

夏の獅子吼山ろくを楽しもう

定

概

頂上から雄大な白山・日 本 海 を 眺 め ま 鞍掛山
しょう
鞍掛山第一駐車場
「山の日」に鞍掛山を登山します。頂上 （小松市滝ヶ原町）
７ ：００〜
からの雄大な日本海・白山は絶景です。 受付
登山開始 ７ ：３０
ぜひ一緒に山へ登りましょう！
解散
１１：００
お弁当・飲料物をご持参ください。

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/
（月）
〜８月３日
（水）
募集／６月６日
申込／電話・FAX・E‐mail・ウェブ

担当：嶋田
野外で採集したセミの抜け殻を使って、 石川県立自然史資料館内 主催者／石川県立自然史資料館
９２０‐１１４７ 石川県金沢市銚子町リ４４１番地
外見の特徴からその種類を判別します。 および周辺
TEL０７６‐２２９‐３４５０ FAX０７６‐２２９‐３４６０
E‐mail：info-m@n-muse-ishikawa.or.jp
・セミの抜け殻を持参
受付 １３：００〜
HP：https : //www.n-muse-ishikawa.or.jp/
開始 １３：３０
解散 １５：３０
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（月）
〜定員になり次第締切
募集／７月１１日
申込／電話
石川県立図書館（百万石 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
ビブリオバウム）研修室
白山で行われている調査・研究の成果及
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
び白山ユネスコエコパークについて紹介 石川県立図書館研修室
TEL０７６‐２５５‐５３２１ FAX０７６‐２５５‐５３２３
します。
（金沢市小立野２丁目）
E‐mail：hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
受付 １３：００
開始 １３：３０
HP：https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
解散 １６：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
申込／不要
白山を知ろう・申込不要

主催者／㈱岸グリーンサービス
自然の竹を使い、水鉄砲 を 作 っ て み よ 北部公園
問合せ＆申込先／北部公園
う！暑い夏は竹の水鉄砲でいっぱい遊ぼ
北部公園 さくらの宴
石川県金沢市忠縄町リ
う！
①開始 ９：３０〜 解散１０：１０
TEL０７６‐２５７‐２０７３ FAX０７６‐２５７‐２０７５
②開始１０：２０〜 解散１１：００
E‐mail：hokubu@kishigreen.co.jp
雨天の場合は中止になります。
③開始１１：１０〜 解散１１：５０ 募集／６月１日
（水）
〜８月１３日
（土）
申込／電話・FAX・E‐mail

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
白山別当出合に、８月１７日
白山での外来植物調査、高山植物観察
@yahoo.co.jp（柳生）
８／１７
（水）
別当出合→白山南竜 ケ 馬 場
８：００集合
申し込み時
①植物調査参加希望 ②氏名（ふりがな） ③〒
南竜山荘泊
白山別当出合で、８月１８日
住所 ④電話、メールアドレス ⑤生年月日
８／１８
（木）
南竜ケ 馬 場→白 山 室 堂→別 当 １６：００解散予定
⑥性別 ⑦夏山登山経験の有無 を明記
出合
（保険申し込みおよび登山届けの際に個人情報が必要）
１泊２日
募集／６月１日
（水）
〜７月２０日
（水）
申込／E‐mail
白山へアマチュア調査団出動

白山

水辺の自然をカヌーでまったり体験

かほく市

水辺公園

現地集合・解散
１部
受付開始 ９ ：００
終了
１０：３０
２部
受付開始 １０：００
終了
１１：３０

主催者／C'spread
担当：山﨑
TEL０９０‐９４４６‐５５７４
E‐mail：c̲spread̲yama@yahoo.co.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（木）
〜定員になり次第締切
募集／７月２１日
申込／電話・E‐mail

担当：野村
木工について、基本的な技術を学び、簡 インフォメーションセン 主催者／石川県森林公園
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
ター学習ホール
単な木工品作りに挑戦します。
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
作品を入れる段ボールをご用意くださ インフォメーションセン
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
い。また、作業しやすい服装でお越しく ター
問合せ＆申込先／主催者と同じ
ださい。１組につき、１作品に限ります。 （河北郡津幡町字津幡エ１４） お申込み方法について詳しくはホームページを
集合 ８ ：３０〜 ９ ：００
ご覧ください。
開始 ９ ：００
募集／７月２４日
（日）
〜８月７日
（日）
申込／ウェブ
解散 １２：００
担当：嶋田
実験キットを使って、身の回りの生き物 石川県立自然史資料館内 主催者／石川県立自然史資料館
９２０‐１１４７ 石川県金沢市銚子町リ４４１番地
から DNA を取り出す簡単な実験を行い および周辺
TEL０７６‐２２９‐３４５０ FAX０７６‐２２９‐３４６０
ます。
E‐mail：info-m@n-muse-ishikawa.or.jp
受付 １３：００〜
HP：https : //www.n-muse-ishikawa.or.jp/
開始 １３：３０
解散 １５：３０
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（木）
〜定員になり次第締切
募集／７月２１日
申込／電話
藍の生葉染めは、タデアイの葉を用いま 白山ろく民俗資料館
す。白布（絹）にしぼりの模様を入れて、
白山ろく民俗資料館
オリジナル作品を作ります。
集合 ９ ：００
解散 １２：００
軽作業に適した服装

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
１ヶ月前から電話などで受付
（金）
〜定員になり次第締切
募集／７月２２日
申込／電話・FAX・E‐mail

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

チャレンジ！ヨットセーリング
①8月27日（土）②8月28日（日）
（日帰り２日間）
参加費 １，
０００円程度
対 象 小学３〜６年生
①②両方に参加できること
定 員 ３０名

白山外来植物除去作業
in 室堂

オオバコ等除去

8月27日
（土）〜8月28日（日）
1泊2日（室堂泊、1日目夕食、2日目朝食付）
参加費 １０，
０００円
対 象 小学生以上
（小学生は保護者同伴）
定 員 ３０名

白山に恩返し！白山登山道整備を学ぼう！
〜6回目〜
8月27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 １５名

概

参加費
対
定

無料（高校生以上は入館料２１０
円が必要）
象 小学生以上
員 ２０名程度

夏の親子昆虫観察会
8月28日
（日）
参加費

大人２００円
子ども無料
対 象 ５歳以上の親子
定 員 ２０名

主催者・問合せ・申込先

毎年大人気のマリンスポーツイベント。 滝港マリーナ、国立能登 主催者／羽咋市セーリング協会、国立能登青少年
能登の海に親しみな が ら、地 元 の 高 校 青少年交流の家
交流の家
９２５‐８５３０ 石川県羽咋市柴垣町１４‐５‐６
ヨット部員からヨットの基礎知識や技能
TEL０７６７‐２２‐３１２１ FAX０７６７‐２２‐３１２５
を学びます。海でのヨット操舵体験もあ 滝港マリーナ
E‐mail：noto@niye.go.jp
ります。
HP：https : //noto.niye.go.jp/
問合せ＆申込先／国立能登青少年交流の家
約１ヶ月前からホームページ上で受付
申込／ウェブ
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
スズメノカタビラなどの低地性植物をは 白山室堂
TEL０７６‐２５５‐５３２１ FAX０７６‐２５５‐５３２３
じめとする、白山に侵入した外来植物の ８月２７日
受付 １３：３０
E‐mail：hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
除去作業を行います。
HP：https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
開始 １４：００
８月２８日
問合せ＆申込先／主催者と同じ
終了 １１：００
電子申請、電話、FAX、E‐mail で受付
※登山、下山は各自でお 募集／５月６日
（金）
〜定員になり次第締切
願いします。
申込／電話・FAX・E‐mail・ウェブ
高山植物を守ろう

白山室堂

環境に配慮した登山道整備を体験しよう！

白山市白峰地内
尾根登山道

チブリ 主催者／NPO 法人

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 市ノ瀬ビジターセンター
登山道で維持管理作業を体験しましょう。６ 集合 ７ ：００
回目は環境に配慮した登山道整備を実施しま 解散 １６：００
す。
※登り１〜２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
（金）
〜８月１９日
（金）
募集／４月１日
申込／電話・E‐mail

のと海洋ふれあいセンター 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
森にすむアカテガニは、夏の夜に海辺に のと海洋ふれあいセンター
TEL０７６８‐７４‐１９１９ FAX０７６８‐７４‐１９２０
E‐mail：nmci@notomarine.jp
集まります。たくさんのアカテガニが海 （鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
説明 １６：３０〜
HP：http : //notomarine.jp/
に幼生を放す様子を観察します。
開始 １８：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
終了 １９：３０
（金）
〜定員になり次第締切
募集／７月１日
申込／電話・FAX・E‐mail

ヤドカリ学級「アカテガニウオッチング」 能登の里山里海
8月27日
（土）

開催地
集合解散場所・時間

要

たいけん

はっけん

主催者／石川県森林公園
担当：野村
森に生息する昆虫、安全な自然体験につ 旧森林公園事務所
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
いて学習してから、森林公園内で昆虫観
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
察と採集を行います。
旧森林公園事務所
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
虫取り網、虫かごはご持参ください。カ、 集合 ８ ：３０〜 ９ ：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
アブ、スズメバチ、擦り傷対策として、 開始 ９ ：００
お申込み方法について詳しくはホームページを
淡い色の長袖長ズボンでお越しくださ 解散 １１：００
ご覧ください。
い。
募集／７月３１日
（日）
〜８月１４日
（日）
申込／ウェブ

9月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員

親子キャンプ物語
9月3日
（土）〜9月4日（日）
1泊2日
参加費 １人３，
０００円
対 象 小・中学生を含む家族・グループ
定 員 ９家族（約４０名）

海で遊ぼう Part2

9月3日
（土）〜9月4日（日）
参加費 １人３，
０００円程度
対 象 小中学生を含む家族
定 員 ６０名

カヌー体験教室

概

要

石川県立鹿島少年自然の 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
家及び周辺
親子でテント設営、テント泊、調理活動、
分ハ‐１
たき火体験
石川県立鹿島少年自然の
TEL０７６７‐７７‐２２００ FAX０７６７‐７７‐２２０１
問合せ＆申込先／主催者と同じ
家
（水）
〜定員になり次第締切
募集／８月３日
申込／電話

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
担当：奥
９２７‐０６０４ 石川県鳳珠郡能登町字九里川尻
大型カヌーで海へ漕ぎ出し、夜の磯観察、 石川県立能登少年自然の家
１６字２０番地
海辺でバーベキュー、海の素材を使った
TEL０７６８‐７２‐２２００
HP：http : //www.ishikawa-shizen.jp/noto/top.html
クラフト。去りゆく夏の能登の海を家族
問合せ＆申込先／主催者と同じ
で満喫しませんか？
（金）
〜定員になり次第締切
募集／８月５日
申込／電話
魚釣り、海藻しおり、大型カヌー、他

水辺の自然をカヌーでまったり体験

参加費

対
定

有料
料金は電話・HP 等で確認して
ください。
象 大人
員 １５名程度

かほく市

水辺公園

現地集合・解散
１部
受付開始 ９ ：００
終了
１０：３０
２部
受付開始 １０：００
終了
１１：３０

参加費 １人１，
０００円
対 象 小学生以上、
小学生以下は相談応
団体相談応
定 員 ２０人

9月4日
（日）

主催者・問合せ・申込先

親子でテント泊！たき火体験

9月4日
（日）

竹の話と竹細工

開催地
集合解散場所・時間

夕日寺里山楽習塾

夕日寺健民自然園

半世紀以上放置されて繁茂した竹は今や、 夕日寺健民自然園
ほとんど厄介者。この里山の現状を考える 開始 １０：００
にはまず竹に関心を持ち、親しんでもらう
終了 １２：００
ことから。庭や玄関前に置ける「竹灯籠」
など、竹細工を体験してみませんか？
応募者多数の場合は抽選を行います。定員
に達しない場合は、募集を継続します。

主催者／C'spread
担当：山﨑
TEL０９０‐９４４６‐５５７４
E‐mail：c̲spread̲yama@yahoo.co.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（木）
〜定員になり次第締切
募集／８月４日
申込／電話・E‐mail

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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（月）
〜８月４日
（木）
募集／７月４日
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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8
月

9
月

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

白山外来植物除去作業
in 南竜ヶ馬場

オオバコ等除去

9月10日
（土）〜9月11日（日）
1泊2日（南竜山荘泊、1日目夕食、2日目朝食付）
参加費 １０，
０００円
対 象 小学生以上
（小学生は保護者同伴）
定 員 ３０名

白山に恩返し！白山登山道整備を学ぼう！
〜7回目〜
9月10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 １０名

中秋の名月鑑賞と呈茶を楽しむ会
9月10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 小学３年生以上
大人
定 員 １５名程度

いしかわキャンプフェスティバル
9月11日
（日）
参加費

大人１，
０００円
小学生５００円
乳幼児３００円
対 象 どなたでも
（小学３年生以下保護者同伴）
定 員 １００名

9
月

医王山の大池平自然観察会−晩夏−

9月11日
（日）
参加費
対 象
定 員

なし
小学生低学年以下は保護者同伴
なし

「お米をつくるキャンプ（日帰り）」ハサ干し無農薬
9月11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。
感染症の状況により他参加者と日時を異にして個別の実施も可能。

概

開催地
集合解散場所・時間

要

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
オオバコやスズメノカタビラなどの低地 南竜ビジターセンター
９２０‐２３２６ 石川県白山市木滑ヌ４番地
性植物をはじめとする、白山に侵入した ９月１０日
TEL０７６‐２５５‐５３２１ FAX０７６‐２５５‐５３２３
受付 １３：３０
E‐mail：hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
外来植物の除去作業を行います。
開始 １４：００
HP：https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
９月１１日
問合せ＆申込先／主催者と同じ
終了 １１：００
電子申請、電話、FAX、E‐mail で受付
※登山、下山は各自でお
願いします。
申込／電話・FAX・E‐mail・ウェブ
高山植物を守ろう

南竜ビジターセンター

白山高山帯のサンショウウオを観察しよ 白山市白峰地内
う！
尾根登山道

夕日寺里山楽習塾

夕日寺健民自然園

旧暦の八月十五日の満月は「中秋の名月」。
「名月」をめで心静かに過ごした先人たち
の思いを訪ね、お抹茶をいただきながら「月
待ち」のひとときを過ごします。

参加費 ３００円（高校生以上は入館料２１０
円が必要）
対 象 小学校５年生以上
定 員 ２０名程度

ダンボールから作ろう！美味しいスモー
ク料理に挑戦！
9月18日
（日）
参加費 １人５００円
対 象 小学生以上で親子
定 員 ３０名

秋の親子昆虫観察会
9月18日
（日）
参加費

大人２００円
子ども無料
対 象 ５歳以上の親子
定 員 ２０名

親子でカヤック！③

9月24日
（土）
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
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夕日寺健民自然園
開始 １８：００
終了 ２０：００
※開始時間注意

応募者多数の場合は抽選を行います。定員
に達しない場合は、募集を継続します。
秋の自然で思いっきり遊ぼう

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
（金）
〜９月２日
（金）
募集／４月１日
申込／電話・E‐mail

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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（日）
〜８月１０日
（水）
募集／７月１０日
申込／電話・FAX・E‐mail

瀬波川キャンプ場

主催者／石川県キャンプ協会
担当：田丸
E‐mail：ishikawa@camping.or.jp
会場でしかできない瀬波川でのごり取 ８ ：３０〜 ９ ：００ 受付
HP：https : //ishikawa.camping.or.jp/
り、川遊び。自然物を使ったクラフト、 ９ ：４５ 開会式
問合せ＆申込先／主催者と同じ
ツリークライミングなど。
１０：００ 午前の部スタート
申し込みは必ず協会 HP より各事業要項をご確
１２：００ 昼食
認の上、お申込みください。
１３：００ 午後の部スタート 募集／８月１日
（月）
〜定員になり次第締切
１５：００ 閉会式
申込／ウェブ
１５：１５ 解散
金沢市

主催者／石川県自然解説員研究会
HP：https : //kaisetuin.jimdo.com/
集合 ９ ：００
医王山ビジターセンター〜大池平
問合せ＆申込先／TEL０９０‐８２６２‐７０９９（奥名正啓）
金 沢 市 奥 新 保 医 申込／不要
新型コロナ感染防止のためマスク着用を
王山ビジターセン
お願いします。
ター
開始 ９ ：００
解散 １４：００
夏から秋へと移り変わる季節

お米をつくってみよう
第１回 ５月８日
（日）
「田植え」
（日）
「除草」
第２回 ５月２９日
（日）
「収穫」
第３回 ９月１１日

親子で２，
９００円 １人２，
５００円（各回収
穫時に１組１kg 取得）
対 象 ５歳以上 小学生低学年以下は保護者同伴
定 員 １５組
１人でも可

9月17日
（土）

チブリ 主催者／NPO 法人

別山に続くチブリ尾根登山道で維持管理 市ノ瀬ビジターセンター
作業を体験しましょう。７回目はチブリ
集合 ７ ：００
尾根の自然を知る活動として、サンショ
解散 １６：００
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

参加費

ヤドカリ学級「パワー磯観察で磯の生物
を探そう」

主催者・問合せ・申込先

藤木農園「殿様カエルの 主催者／藤木農園
担当：藤木
田んぼ」（内灘町 宮 坂１８２
TEL０９０‐９４４９‐４３２３
「内灘の森」前）
E‐mail：fujiki４３２３@gmail.com
HP：https : //fujikinouen.jimdofree.com/
集合 ９ ：４５
問合せ＆申込先／主催者と同じ
開始 １０：００
（火）
〜定員になり次第締切
募集／３月１日
解散 １７：００
申込／E‐mail・ウェブ・はがき
希望者はテント泊可能

のと海洋ふれあいセンター 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
ウエットスーツを着て磯に入り、箱めが のと海洋ふれあいセンター
TEL０７６８‐７４‐１９１９ FAX０７６８‐７４‐１９２０
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
E‐mail：nmci@notomarine.jp
ねで水中の生き物を観察します。
開始 １３：３０
HP：http : //notomarine.jp/
終了 １５：３０
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（月）
〜定員になり次第締切
募集／８月１日
申込／電話・FAX・E‐mail
能登の里山里海

たいけん

はっけん

ダンボールで燻製器を作り、ソーセージ 北部公園
やチーズの燻製を作ってみよう！
北部公園 さくらの宴
雨が降りそうな時には雨具を持参してく 開始 ９ ：３０
解散 １２：００
ださい。

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
（金）
〜９月１７日
（土）
募集／７月１日
申込／電話・FAX・E‐mail

主催者／石川県森林公園
担当：野村
森に生息する昆虫、安全な自然体験につ 水生昆虫園
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
いて学習してから、森林公園内で昆虫観
TEL０７６
‐
２８８
‐
６４４９
FAX０７６
‐
２８８
‐６４７９
察と採集を行います。
水生昆虫園（集合場所は
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
別途お知らせします）
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
虫取り網、虫かごはご持参ください。カ、 集合 ９ ：３０〜１０：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
アブ、スズメバチ、擦り傷対策として、 開始 １０：００
お申込み方法について詳しくはホームページを
淡い色の長袖長ズボンでお越しくださ 解散 １２：００
ご覧ください。
い。
募集／８月２１日
（日）
〜９月４日
（日）
申込／ウェブ
探検気分で漕ぎ出そう！
大聖寺川下流域
主催者／一般社団法人加賀みどりの楽校
９２２‐０６７１ 石川県加賀市大聖寺瀬越町２３の
１９４番地の１
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
「竹の浦館」正門
ぎ出そう！１日３回（各回１時間程度） ①９：３０〜 ②１１：００〜 ③
問合せ＆申込先／かが緑の里自然教室
（加賀市大聖寺瀬越町イ１９‐１） TEL：０９０‐４３２２‐４７８３（増本）
１３：３０〜
E‐mail：kaga-midorinosato@outlook.jp
①集合 ９ ：１５ 解散１１：００
申込みフォーム：https : //bit.ly/２UNUP７I
子どもだけの乗艇は出来ません。
②集合１０：４５ 解散１２：３０
問合せフォーム：https : //bit.ly/２CtWgkx
濡れてもよい服・履物、着替えをご用意下さい。
③集合１３：１５ 解散１５：００
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
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/
たします。
募集／８月２４日
（水）
〜９月１９日
（月・祝）
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。
申込／電話・E‐mail・ウェブ

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

初秋、歴史遊歩道の赤蔵山を歩く自然観
察会
9月24日
（土）
参加費
対 象
定 員

なし
小学生低学年以下は保護者同伴
なし

里山のキノコ探し
9月24日
（土）
参加費

対
定

有料
料金は電話・HP 等で確認して
ください。
象 大人
員 １５名程度

エンジョイ家族「秋のキャンプ」
9月24日
（土）〜9月25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
定 員 ４０名（１０家族）程度

親子でハゼ釣り体験
9月25日
（日）
参加費 １人１，
２００円（竿代、えさ代込み）
付き添いは５００円
対 象 小学生以上の親子
定 員 １０組

身近な雑草けんさくずかんをつくろう
9月25日
（日）
参加費
対 象
定

無料
小３〜高３
（小学生は保護者同伴必須）
員 １５名

概

要

開催地
集合解散場所・時間

主催者・問合せ・申込先

主催者／石川県自然解説員研究会
カゴノキなど石川県唯一の自生地をめぐ 七尾市
HP：https : //kaisetuin.jimdo.com/
る
赤倉神社横駐車場（注： 問合せ＆申込先／TEL０９０‐７７４８‐６１１６（西井武秀）
遊歩道から展望台
御手洗池横駐車場ではあ 申込／不要
りません）
新型コロナ感染防止のためマスク着用を 集合 ９ ：００
お願いします。
開始 ９ ：００
解散 １５：００
夕日寺里山楽習塾

夕日寺健民自然園

夏から秋への自然園の森にキノコたちを探し 夕日寺健民自然園
に出かけます。キノコを見つけた場所や様子 開始 １０：００
などをしっかり観察しておき、採ったキノコ 終了 １２：００
の名前や特性を教えてもらいましょう。
応募者多数の場合は抽選を行います。定員に
達しない場合は、募集を継続します。

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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（日）
〜８月２４日
（水）
募集／７月２４日
申込／電話・FAX・E‐mail

自然の中でキャンプや秋山散策を楽しみ 白山ろく少年自然の家お 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
ます。
よび周辺の山
TEL０７６‐２５６‐７１１４
内容：テント泊、秋山散策、野外炊飯等
HP：https : //www.hakusan６.com
白山ろく少年自然の家
問合せ＆申込先／主催者と同じ
実施日の約１か月前から受付
（休館日は除く）
申込／電話
加賀市大聖寺瀬越町 瀬 主催者／一般社団法人加賀みどりの楽校
９２２‐０６７１ 石川県加賀市大聖寺瀬越町２３の
越大橋下
自分で仕掛けをつけたり、
餌をつけたり、
１９４番地の１
問合せ＆申込先／かが里山里海しぜん楽校
釣れた魚を外したりできるようにしま 竹の浦館
TEL０９０‐４６８５‐７６８３
す。
集合 ９ ：００
解散 １２：３０
E‐mail：sizentaiken７２１@gmail.com
（月）
〜９月１６日
（金）
募集／８月１日
申込／電話・E‐mail・ウェブ
何匹釣れるかな

担当：中野
植物の形について学び、身近な雑草を検 石川県立自然史資料館内 主催者／石川県立自然史資料館
９２０‐１１４７ 石川県金沢市銚子町リ４４１番地
索できるオリジナル図鑑を作ります。
および周辺
TEL０７６‐２２９‐３４５０ FAX０７６‐２２９‐３４６０
E‐mail：info-m@n-muse-ishikawa.or.jp
持参品：飲料、帽子、タオル、虫よけス 受付 １３：００〜
HP：https : //www.n-muse-ishikawa.or.jp/
開始 １３：３０
プレー等（あれば）
問合せ＆申込先／主催者と同じ
服装：野外活動に適した肌の露出が少な 解散 １６：００
（木）
〜定員になり次第締切
募集／８月２５日
い服装、汚れても構わない服装
申込／電話

10月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員

金沢城の自然観察会
10月1日
（土）
参加費

対
定

象
員

なし
公共交通機関利用料金、駐車料
金は各自負担
小学生低学年以下は保護者同伴
なし

チョウの写し絵標本づくり

10月1日
（土）

概

要

金沢市の真ん中に残る自然

開催地
集合解散場所・時間
金沢市

主催者／石川県自然解説員研究会
HP：https : //kaisetuin.jimdo.com/
金沢城本丸園地→丑寅櫓→辰巳櫓→三十 集合 ９ ：００
問合せ＆申込先／TEL０９０‐８２６２‐７０９９（奥名正啓）
間長屋→二の丸広場
金沢城石川門総合 申込／不要
案内所前
新型コロナ感染防止のためマスク着用を 開始 ９ ：００
お願いします。
解散 １２：００

蝶の羽を切り取り、紙にのせてこすって、 石川県立自然史資料館内
鱗粉転写標本を作ります。
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
（木）
〜定員になり次第締切
募集／９月１日
申込／電話

環境に配慮した登山道整備を体験しよう！

白山市白峰地内 チブリ
尾根登山道
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 市ノ瀬ビジターセンター
尾根登山道で維持管理作業を体験しましょ
集合 ７ ：００
う。８回目は環境に配慮した登山道整備を
解散 １６：００
実施します。
※登り１〜２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！

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
（金）
〜９月２３日
（金・祝）
募集／４月１日
申込／電話・E‐mail

年長児と小学１・２年生の異年齢の子供た 国立能登青少年交流の家
ちが力を合わせて共に活動し、テント泊
やおやつ作りを楽しみます。親元を離れ
て行う自然・宿泊体験を通して、人と関
わる力が育ちます。

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
約１ヶ月前からホームページ上で受付
申込／ウェブ

参加費 無料
対 象 小４〜中３
定 員 ８名

白山に恩返し！白山登山道整備を学ぼう！
〜8回目〜
10月1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 １５名

幼小いっしょに！のとまり会
①10月2日（日）
（日帰り）
②10月8日（土）〜9日（日）1泊2日
参加費 ①１，
２００円程度 ②２，
４００円程度
対 象 年長児１６名、小学１・２年生１６名
①親子 ②子供のみ
①②両方に参加できること
定 員 ①６４名 ②３２名

主催者・問合せ・申込先

※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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9
月

10
月

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

秋のツリークライミング体験
10月2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、③いずれも１０名ずつ。
合計３０名

いろんな化石を観察しよう

10月2日
（日）

概

要

開催地
集合解散場所・時間

専門スタッフ指導の下、器具を使って木 緑化の広場
と親しみ、自然を身近に感じます。
旧森林公園事務所
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
雨天中止
①受付 ９ ：３０〜１０：００
開始１０：００ 解散１１：３０
②受付１２：００〜１２：３０
開始１２：３０ 解散１４：００
③受付１３：３０〜１４：００
開始１４：００ 解散１５：３０

主催者／石川県森林公園
担当：野村
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
お申込み方法について詳しくはホームページを
ご覧ください。
募集／９月４日
（日）
〜９月１８日
（日）
申込／ウェブ

化石について画像を使って解説し、実物 石川県立自然史資料館内
標本を用いたクイズを実施します。
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
（金）
〜定員になり次第締切
募集／９月２日
申込／電話

心と体で体験しよう

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：https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
約１か月前から石川県電子申請サービス及び電話で受付
※受付は電子申請を優先します
募集／９月２日
（金）
〜定員になり次第締切
申込／電話・ウェブ

参加費 無料
対 象 小１〜小３（保護者同伴必須）
定 員 １０名

白山まるごと体験教室
ろ探し

手取峡谷で石こ

10月2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

かがっ子！さかなつり体験

10月2日
（日）
参加費 ８００円
対 象 小学３年以上
定 員 １０名

秋をあそぶ・親子であそぶ
10月2日
（日）
参加費

10
月

対
定

有料
料金は電話・HP 等で確認して
ください。
象 年中児〜小学１年生の親子
員 １５名程度

木場潟水辺のまなび舎

10月5日
（水）
参加費 無料
対 象 小学４年生以上
定 員 ４０名

秋の鞍掛山トンボの楽園整備活動
10月8日
（土）
参加費
対
定

無料
※昼食付き ８００円
象 不問
員 ４０名

自然素材で弓矢作り

10月8日
（土）
参加費 １個４００円
対 象 小学生以上で親子
定 員 ４０名（各回８名まで）

中秋の宝達山を歩く自然観察会

10月8日
（土）
参加費
対 象
定 員

なし
小学生低学年以下は保護者同伴
なし

秋の鞍掛山健康登山

10月9日
（日）
参加費 無料
対 象 小学校低学年以下は保護者同伴
定 員 ４０名
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主催者・問合せ・申込先

手取川河川敷

河原にある様々な石を観察し、川のはた バードハミング鳥越付近
らき等について考えます。
（白山市上野町）
受付 ８ ：３０
開始 ９ ：００
終了 １５：００

加賀市大聖寺瀬越町 瀬 主催者／一般社団法人加賀みどりの楽校
９２２‐０６７１ 石川県加賀市大聖寺瀬越町２３の
越大橋下
自分で餌をつけたり、釣れた魚を外した
１９４番地の１
問合せ＆申込先／かが里山里海しぜん楽校
りできるようにする。釣れた魚の名前を 竹の浦館
TEL０９０‐４６８５‐７６８３
調べる。
集合 ９ ：００
解散 １２：３０
E‐mail：sizentaiken７２１@gmail.com
（月）
〜定員になり次第締切
募集／８月１日
申込／電話・E‐mail・ウェブ
どんな魚が釣れるかな

夕日寺里山楽習塾

夕日寺健民自然園

森を抜ける風が心地よい季節を迎えまし 夕日寺健民自然園
た。いろとりどりの木の葉や落葉の絨毯 開始 １０：００
の中、秋を満喫しながら親子で楽しいひ 終了 １２：００
とときを過ごしましょう。
応募者多数の場合は抽選を行います。定
員に達しない場合は、募集を継続します。
体験しよう！水質浄化のしくみ

木場潟公園

有識者による木場潟に関連する講演、水 木場潟公園
質試験や水質浄化植物つみ取り体験等の 集合 １３：００
解散 １５：３０
作業体験
汚れてもよい服装で参加してください。

生き物と共存できる環境を創ろう

鞍掛山第二駐車場

滝ヶ原の「トンボの楽園」を整備します。希 鞍掛山第二駐車場
少生物を保全・生物多様性を維持していく （小松市滝ヶ原町）
ため、皆様のご協力をお待ちしております。
受付 ８ ：３０〜
皆様の積極的ご参加をお待ちしておりま 開始 ９ ：００
解散 １１：００
す！
鍬・スコップをご持参いただけると幸いで
す。

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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（水）
〜９月２日
（金）
募集／８月３日
申込／電話・FAX・E‐mail
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：https : //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
（木）
〜９月３０日
（金）
申込／電話・FAX・E‐mail
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/
（水）
〜１０月５日
（水）
募集／８月３日
申込／電話・FAX・E‐mail・ウェブ

自然の竹を使用して、弓矢作りを行いま 白山ろくテーマパーク河 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
す。完成させたら的を目掛けて矢を放っ 合・下野園地
TEL０７６‐２７２‐３６３７ FAX０７６‐２７２‐３９３７
てみよう！
白山ろくテーマパーク河
E‐mail：info@hakusanpark.com
合・下野園地
（月）
〜１０月７日
（金）
募集／８月１日
雨天の場合は中止になります。
①開始１３：３０〜解散１４：００
②開始１４：００〜解散１４：３０ 申込／電話・FAX・E‐mail
③開始１４：３０〜解散１５：００
④開始１５：００〜解散１５：３０
⑤開始１５：３０〜解散１６：００
ブナ林と日本海、北アルプスの眺望を楽 宝達志水町
しむ
宝達山東間口駐車場
こぶしの路から往復
集合 ９ ：００
開始 ９ ：００
新型コロナ感染防止のためマスク着用を 解散 １５：００
お願いします。

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

秋の鞍掛山を満喫しましょう！

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/
（水）
〜１０月５日
（水）
募集／８月３日
申込／電話・FAX・E‐mail・ウェブ

「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！
飲み物、弁当持参のこと

鞍掛山
鞍掛山第一駐車場
集合 ８ ：３０
開始 ９ ：００
解散 １３：３０

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

コロコロ炭火に入れよう！かん（缶）たん
パンづくり！
10月9日
（日）
参加費 １人５００円
対 象 親子、小学生（保護者同伴）
定 員 ３０名

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

10月9日
（日）
参加費

大人２００円
子ども無料
象 小学生以上
小中学生は保護者同伴
員 ２０名

医王山の大池平自然観察会−秋−

10月9日
（日）
なし
小学生低学年以下は保護者同伴
なし

森の忍者〜秋の北部公園の森で忍者修行！〜

10月15日
（土）
参加費 １人５００円
対 象 年中以上で親子
定 員 ３０名

能登オープンデー
10月15日
（土）〜10月16日（日）
1泊2日
参加費 ２，
０００円程度
一部クラフト実費
対 象 家族やグループ
定 員 ３００名程度

カブトムシ博士になろう−幼虫を上手に
育てるには？−
10月15日
（土）

オリジナルの缶を作り、パン生地を作り、 白山ろくテーマパーク吉 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
炭の中に入れてパンをつくってみよう！ 岡園地
石川県白山市河内町吉岡西８９
TEL０７６‐２７２‐３６３７ FAX０７６‐２７２‐３９３７
雨が降りそうな時には雨具を持参してく 白山ろくテーマパーク吉
E‐mail：info@hakusanpark.com
ださい。
岡園地
（月）
〜１０月８日
（土）
募集／８月１日
開始 ９ ：３０
解散 １２：００
申込／電話・FAX・E‐mail

大聖寺川下流域

能美の里山ガイドハイク

観音山

金沢市

園内の森林の中で自然体験ゲームなどを 北部公園
忍者修行に例え、親子で挑戦してもらい
北部公園 さくらの宴
ながら森の忍者を目指そう！
受付 ９ ：３０〜
開始 １０：００
雨天の場合は中止になります。
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
（月）
〜１０月１４日
（金）
募集／８月１日
申込／電話・FAX・E‐mail

家族やグループで各種ブースを体験し 国立能登青少年交流の家
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。様々な野外活動体
験やクラフトブース出展を予定していま
す。また、夜も楽しいプログラムがあり
ます。

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
約１ヶ月前からホームページ上で受付
申込／ウェブ

カブトムシに関する知識を身につけ、幼 石川県立自然史資料館内
虫の飼育法を習得します。
受付 １３：００〜
・飼育容器を持参
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
（木）
〜定員になり次第締切
募集／９月１５日
申込／電話

里山の四季を体感しよう

参加費

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。

対
定

お弁当持参

10月15日
（土）
大人 １，
０００円
高校生以下 ５００円
幼児無料
象 ご興味のある方ならどなたでも
員 ２０名

10月15日
（土）〜10月16日（日）
1泊2日
参加費 １人３，
０００円程度
対 象 幼児、小中学生とその保護者
定 員 ６０名

参加費

対

象

定

員

大人１人１，
５００円
（大人２人以上の
場合２人目から１００円引）
子ども１家族５００円
大人・親子（子どものみの参加
は不可）
大人２０名程度とお子さん

能美市仏大寺町
音山
能美市仏大寺町
じ広場駐車場
受付 ８ ：４０
開始 ９ ：００
解散 １４：００頃

10
月

遣水観 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
むくろ
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

能登の秋まるかじり、親 子 で チ ャ レ ン 石川県立能登少年自然の 主催者／石川県立能登少年自然の家
担当：奥
９２７‐０６０４ 石川県鳳珠郡能登町字九里川尻
ジ！
家
１６字２０番地
太陽の光をたっぷり吸いたわわになった 石川県立能登少年自然の
TEL０７６８‐７２‐２２００
HP：http : //www.ishikawa-shizen.jp/noto/top.html
リンゴ。そのリンゴを直接手でもぎ取ろ 家
問合せ＆申込先／主催者と同じ
う。そして、夜は秋の空を眺めながら星
（木）
〜定員になり次第締切
募集／９月１日
にまつわるエピソードを聴き、星々の神
申込／電話
秘さを感じ取ろう。

能登の秋まるかじり

森の小さな絵本カフェ

主催者／一般社団法人加賀みどりの楽校
９２２‐０６７１ 石川県加賀市大聖寺瀬越町２３の
１９４番地の１
問合せ＆申込先／かが緑の里自然教室
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
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/
募集／９月９日
（金）
〜１０月４日
（火）
申込／電話・E‐mail・ウェブ

主催者／石川県自然解説員研究会
HP：https : //kaisetuin.jimdo.com/
集合 ９ ：００
医王山ビジターセンター〜大池平
問合せ＆申込先／TEL０９０‐８２６２‐７０９９（奥名正啓）
金 沢 市 奥 新 保 医 申込／不要
新型コロナ感染防止のためマスク着用を
王山ビジターセン
お願いします。
ター
開始 ９ ：００
解散 １４：００
秋山の自然と秋の花々を楽しむ

参加費 無料
対 象 小３〜中３
定 員 １２名

10月16日
（日）

主催者・問合せ・申込先

専門家指導のもと、森林公園内に発生す 旧森林公園事務所
主催者／石川県森林公園
担当：野村
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
る菌類の観察、採集から種の判定とその
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
方法を学びます。
旧森林公園事務所
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
集合 ９ ：００〜 ９ ：３０
問合せ＆申込先／主催者と同じ
開始 ９ ：３０
お申込み方法について詳しくはホームページを
解散 １２：００
ご覧ください。
募集／９月１１日
（日）
〜９月２５日
（日）
申込／ウェブ

秋のきのこ観察会

参加費
対 象
定 員

開催地
集合解散場所・時間

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
「竹の浦館」正門
ぎ出そう！１日３回（各回１時間程度） ①９：３０〜 ②１１：００〜 ③
（加賀市大聖寺瀬越町イ１９‐１）
１３：３０〜
①集合 ９ ：１５ 解散１１：００
子どもだけの乗艇は出来ません。
②集合１０：４５ 解散１２：３０
濡れてもよい服・履物、着替えをご用意下さい。
③集合１３：１５ 解散１５：００
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。
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。

10月9日
（日）

定

要

探検気分で漕ぎ出そう！

親子でカヤック！④

対

概

〜秋編〜

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 １２：００

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２‐１１‐１８
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
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
申込まれた方には、詳細をお知らせします
募集／３月１日
（火）
〜１０月１２日
（水）
LINEのQRコード
申込／FAX・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

ハロウィンキャンドルホルダー作り

10月16日
（日）
参加費 １個５００円
対 象 親子、小学生（保護者同伴）
定 員 ４０名（各回１０名まで）

ふれる・さぐる・つくる子どもエコタイム

10月16日
（日）
参加費 ３００円
対 象 小学生以上
定 員 １５名

概

開催地
集合解散場所・時間

要

主催者・問合せ・申込先

ハロウィンを盛り上げるアイテムとし 白山吉野オートキャンプ場
て、松ぼっくりや木の枝、カボチャの飾
りなど使用してキャンドルホルダーを作 白山吉野オートキャンプ場
ります。
①開始１３：００〜 解散１３：５０
②開始１４：００〜 解散１４：５０
③開始１５：００〜 解散１５：５０
④開始１６：００〜 解散１６：５０

主催者／㈱岸グリーンサービス
問合せ＆申込先／白山吉野オートキャンプ場
石川県白山市吉野ト９２‐５
TEL０７６‐２５５‐５３５３ FAX０７６‐２５５‐５３５２
E‐mail：info@hakusanpark.com
（月）
〜１０月１５日
（土）
募集／８月１日
申込／電話・FAX・E‐mail

おもしろ環境実験④葉っぱの色のひみつ

夕日寺健民自然園

植物の葉っぱには、色々な色があります。緑
が濃かったり薄かったり、紫や黄色や白っぽ
い色もあります。秋になると緑色だったのに、
黄色や赤、オレンジ色に変化する葉もあるね。
本当の色は何かさぐってみましょう。

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
TEL０７６‐２５２‐３７７８
E‐mail：harucco@topaz.ocn.ne.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
定員になり次第締め切り
約１ヶ月前から受付開始、
電話の場合は午後７時以降
申し込みは、氏名、学校名、学年、連絡先電話番号を
募集／９月１６日
（金）
〜１０月１３日
（木）
申込／電話・E‐mail

持ち物：筆記用具、手拭きタオル、水筒

加賀市大聖寺瀬越町 瀬 主催者／一般社団法人加賀みどりの楽校
９２２‐０６７１ 石川県加賀市大聖寺瀬越町２３の１９４番地の１
越キャンプ場と周辺の海 問合せ＆申込先／かが緑の里自然教室
自分の力でおこした焚火で食事作りに挑戦！海岸林
岸林
TEL０９０‐４３２２‐４７８３（増本）
の探索を行い、人と火と里山の関係について知ろう。
E‐mail：kaga‐midorinosato@outlook.jp
午前：火おこし体験・食事作り
申込みフォーム：https : //bit.ly/２CsK７wc
午後：海岸林の探検
瀬越キャンプ場
問合せフォーム：https : //bit.ly/２CtWgkx
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/
（加賀市大聖寺瀬越町）
募集開始日に定員を超えるお申し込みがあった場
クマ・イノシシ等野生動物出没状況によっては中止
集合 ９ ：１５
合は、
受け付け開始当日分の中から抽選といたし
する場合があります。
ますので、
あらかじめご了承下さい。
開始
９
：３０
新型コロナウイルス感染状況によっては時短開催ま
募集／４月４日
（月）
〜定員になり次第締切
たは中止する場合があります。
解散 １５：００
申込／電話・E‐mail・ウェブ

わんぱく遊び塾『挑戦！火おこし!! 秋編』 目指せ！火おこしマスター!!
10月16日
（日）
参加費

対
定

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
象 幼児・小学生の親子
員 ２０名

大倉岳自然観察会
10月16日
（日）
参加費
対
定

なし（鉱山資料館入館料５００円
程度必要）
象 健脚向き
小学生低学年は保護者同伴
員 なし

恐竜博士養成入門講座−実物に触って学
ぼう−
10月16日
（日）

10
月

小松市尾小屋町

秋の山歩きを楽しもう

主催者／石川県自然解説員研究会
HP：https : //kaisetuin.jimdo.com/
大倉岳高原スキー場第５駐 問合せ＆申込先／TEL０９０‐２３７０‐７０８３
鉱山資料館〜仏峠往復
（宮下由美子）
車場前
申込／不要
新型コロナ感染防止のためマスク着用を 集合 ９ ：００
お願いします。
開始 ９ ：００
解散 １５：００

初心者向けの講座で、講義と実物化石を 石川県立自然史資料館内
用いたクイズで、恐竜について学びます。
受付 １３：００〜
開始 １３：３０
解散 １５：３０

参加費
対 象
定

無料
小１〜中３
（小学生は保護者同伴必須）
員 １０名

ヤドカリ学級「魚釣りにチャレンジ」
10月16日
（日）
参加費
対
定

無料（高校生以上は入館料２１０
円が必要）
象 小学生以上
員 ２０名程度

竹の話と竹細工（竹の笛作り）
10月16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３年生以上
大人
定 員 １５名程度

能美の里山自然学校

10月22日
（土）
参加費 ３，
０００円
対 象 小学生
定 員 ２０名

穂がち体験
10月23日
（日）
雨天の場合は翌日

のと海洋ふれあいセンター 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
簡単な仕掛けと竹ざおで魚釣りを行いま のと海洋ふれあいセンター
TEL０７６８‐７４‐１９１９ FAX０７６８‐７４‐１９２０
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
E‐mail：nmci@notomarine.jp
す。釣れた魚の解説も行います。
開始 １０：３０
HP：http : //notomarine.jp/
終了 １２：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（木）
〜定員になり次第締切
募集／９月１日
申込／電話・FAX・E‐mail
能登の里山里海

たいけん

はっけん

夕日寺里山楽習塾

夕日寺健民自然園

里山に長く放置され、現代を生きる私た 夕日寺健民自然園
ちに見向きもされなくなった竹が繁茂し 開始 １０：００
ている現状を見て、一人一人が竹に関心
終了 １２：００
を持つ第一歩として世界に一つだけの
「竹笛」作りに挑戦してみましょう。
応募者多数の場合は抽選を行います。定
員に達しない場合は、募集を継続します。

10月23日
（日）
参加費
対 象
定
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入館料のみ
小学生以上
（小学生は保護者同伴）
員 午前・午後、各５組

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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（水）
〜９月１６日
（金）
募集／８月１７日
申込／電話・FAX・E‐mail

担当：大口
七ツ滝と 主催者／能美の里山ファン倶楽部
９２３‐１２２４ 石川県能美市和気町い２１‐１
木の実、木の葉、美味しいものはどこに
TEL０７６１‐５１‐２３０８ FAX０７６１‐５１‐２３０８
E‐mail：info@nominosatoyama.com
あるかな。森の中を探検します。
七ツ滝駐車場
HP：http : //www.nominosatoyama.com/
（能美市長滝町）
問合せ＆申込先／主催者と同じ
受付 ８ ：４０
開始 ９ ：００
募集／４月より募集
解散 １６：００
申込／電話・FAX・E‐mail
秋を探しに出かけよう

能美市長滝町
その周辺緑地

ヒエナギなどで栽培したヒエ・アワなど 白山ろく民俗資料館
の雑穀を、臼とキネ、石臼を用いて脱穀・
精白する。
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
１ヶ月前から電話などで受付
（土）
〜定員になり次第締切
募集／９月２４日
申込／電話・FAX・E‐mail

カブトムシの育て方について実物を交え 石川県ふれあい昆虫館
ながら解説する教室です。
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 FAX０７６‐２７３‐９９７０
E‐mail：kontyu@furekon.jp
HP：https : //www.furekon.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
１０月９日の９：００から電話のみで受付
（日）
〜定員になり次第締切
募集／１０月９日
申込／電話

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

カブトムシをそだてよう

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
（金）
〜定員になり次第締切
募集／９月１６日
申込／電話

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

石動山 能登のぶな林 森林浴を楽しむ会
10月26日
（水）、11月5日（土）
参加費
対
定

大人３，
５００円/人、小人２，
５００円/人
※税、保険、茶菓サービス料含む。
中学生以上、大人、ただし、小
学生は保護者同伴の場合可
員 １０名程度 ※最少催行人数４名。
象

概

要

開催地
集合解散場所・時間

＃紅葉を楽しむ ＃ゆる山 ＃初級者向け ＃健 石動山（中能登町）
康づくり

主催者／TABITAIKEN ネット担当：越石
（こしいし）
TEL０９０‐１６３７‐２８２６
E‐mail：team@tabitaiken.com
石動山資料館（中能登町）
★モデルコース（予定）
HP：https : //www.tabitaiken.com
１０：００石動山資料館集合⇒伊須流岐比古神社拝殿 集合 １０：００
問合せ＆申込先／①お名前②年齢③連絡先電話番
⇒行者堂⇒石動山大御前（５６４M 山頂）⇒パノラ 解散 １３：００（予定）
号④メールアドレスを明記し
マ展望台１１：５０ごろ昼食（おにぎりなどお弁当持 ※詳細はお申し込みいた
team@tabitaiken.com へ。折り返し、いただ
参）下山⇒多根道⇒大宮房⇒１３：００石動山資料館
だいた方にお知らせし
いたメールアドレスに事前案内を返信します。
着、ふりかえり・わかちあい １３：２０終了 解散
ます。
募集／３月１日
（火）
〜定員になり次第締切
※天候その他により予定コースが変更となる場合
があります。
申込／E‐mail・ウェブ
石川県立鹿島少年自然の 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
家、松生りんご 園（羽 咋
サツマイモ掘り、リンゴ狩り、アップル 市）
分ハ‐１
TEL０７６７‐７７‐２２００ FAX０７６７‐７７‐２２０１
パイ作りなど
石川県立鹿島少年自然の家 問合せ＆申込先／主催者と同じ
（木）
〜定員になり次第締切
募集／９月２９日
申込／電話
この体験が親子の物語に！

親子秋物語
10月29日
（土）〜10月30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 ５０名

秋の植物を観察し、季節の移り変わりに 戸室山
よる植物の変化や生態について学びま
す。
受付 ９ ：３０〜
開始 １０：００
解散 １２：００
雨天延期。
持参品：飲料、帽子、タオル、カッパ等
の雨具
服装等：野外活動に適し た 服 装 お よ び
靴。汚れても構わない服装。

秋の葉っぱの観察会

10月29日
（土）
参加費 無料
対 象 小学生の親子
定 員 １０名

10月29日
（土）〜10月30日（日）
1泊2日
参加費 １人３，
０００円程度
対 象 小中学生を含む家族
定 員 ８０名

「書」の基礎知識や技能を学ぶ体験活動 国立能登青少年交流の家
を通して、日本文化への関心を高める機
会とする。学校の授業では体験できない 国立能登青少年交流の家
ような、書道アートなどの書道体験を楽 集合 １３：３０
しみます。

体験！書道アート（仮）
10月29日
（土）〜10月30日（日）
1泊2日
参加費 ２，
５００円程度
対 象 小学校３年生〜中学校３年生
定 員 ３０名

森林セラピーアクトもみじウォーキング
10月30日
（日）
参加費

定

大人２００円
子ども無料
象 小学生以上
小中学生は保護者同伴
員 ２０名

参加費
対
定

新型コロナ感染防止のためマスク着用を
お願いします。

10月30日
（日）
なし（石川ルーツ交流館入館料
３１０円必要）
象 小学生低学年以下は保護者同伴
員 なし

五平もち作り

10月30日
（日）
参加費

親子２人 １，
６００円
親子３人 ２，
２００円
対 象 ５歳以上の親子
定 員 ６家族程度

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
約１ヶ月前からホームページ上で受付
申込／ウェブ

10
月

園内の散策コースを歩き、紅葉を見るな 園内遊歩道
主催者／石川県森林公園
担当：野村
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
ど、季節の移ろいを実感します。
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
旧森林公園事務所
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
（河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
集合 ９ ：３０〜１０：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
開始 １０：００
お申込み方法について詳しくはホームページを
解散 １２：００
ご覧ください。
募集／１０月２日
（日）
〜１０月１６日
（日）
申込／ウェブ
手取川鮭の遡上と手取川流域の自然を楽 白山市美川
しむ
石川ルーツ交流館
石川ルーツ交流館→藤塚神社→島田清次 集合 ９ ：００
郎生家跡→手取川河口→白山眺望（昼食）
開始 ９ ：００
→サーモンフィッシング見学→石川ルー
解散 １５：００
ツ交流館（解散）

鮭の遡上と手取川流域の自然観察会

わくわく親子あそび塾

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
（木）
〜定員になり次第締切
募集／９月２９日
申込／電話

能登の海につつまれて、親子でチャレン 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
担当：奥
９２７‐０６０４ 石川県鳳珠郡能登町字九里川尻
ジ！
石川県立能登少年自然の家
１６字２０番地
朝陽とともに釣りスタート。海を見なが
TEL０７６８‐７２‐２２００
HP：http : //www.ishikawa-shizen.jp/noto/top.html
ら食べる朝食。大物賞や大漁賞、目指せ
問合せ＆申込先／主催者と同じ
釣り名人。家族で仲良く能登の海での釣
（火）
〜定員になり次第締切
募集／９月１３日
りを楽しみませんか。
申込／電話

釣り名人は君だ Part１

対

主催者・問合せ・申込先

手作り味噌をつけてあつあつを食べよ 白山市チャレンジ村
う！
チャレンジ村
竹串を磨いて仕上げたら、くるみ割りを （白山市寄新保町６６６‐２）
体験してみよう！ クルミやゴマで手作 集合 １３：１５
り味噌を作って炭火でこんがり焼いたら 開始 １３：３０
解散 １６：００
出来上がり！

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

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
（火）
〜定員になり次第締切
募集／９月２０日
申込／FAX・E‐mail

11月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員

秋の獅子吼山ろくを楽しもう
11月3日
（木・祝）
参加費

対
定

大人７００円 子供３００円
＋ゴンドラ料金（別途）
（昼食／おやつ：各自持参）
象 年中児〜大人（年中児〜小学生
低学年は保護者同伴）
員 ２０名

概

要

開催地
集合解散場所・時間

主催者・問合せ・申込先

楽しみながら体を動かし自然を感じよ 白山市鶴来地区獅子吼高原 主催者／白山獅子吼自然人クラブ（TEAM はくさ
う！
担当：金丸
ん２１グループ）
パーク獅子吼ふれあい館前
９２０‐２１６５ 石川県白山市富光寺町１６番地
秋の獅子吼山ろく（パーク＆スカイ獅子 （白山市八幡町リ１１０）
（北陸 K・K 企画内）
吼周辺）
受付集合 ９ ：４０
TEL０９０‐３９２４‐７１６５ FAX０７６‐２７３‐３９２６
開始
１０：００〜
E‐mail：k-kazu１６@nifty.com
参加申込者には準備物等は前日までに連 終了
１５：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
絡します。
（木）
〜１１月１日
（火）
募集／９月１日
申込／電話・FAX・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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11
月

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

要

開催地
集合解散場所・時間

主催者・問合せ・申込先

参加費

簡単な火起こし、おいしい焼き芋の焼き 石川県森林公園デイキャ 主催者／石川県森林公園
担当：野村
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
方を体験します。
ンプ場
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
煙の強いにおいが服につきますので、汚 石川県森林公園デイキャ
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
れても良い服装でお越しください。
ンプ場
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（河北郡津幡町加茂）
お申込み方法について詳しくはホームページを
集合 ９ ：３０〜１０：００
ご覧ください。
開始 １０：００
募集／１０月６日
（木）
〜１０月２０日
（木）
申込／ウェブ
解散 １２：００

医王山ガイドトレック

たんけん大好き大人向け（年４回シリーズ）

11月3日
（木・祝）

＜山粧（よそお）う編＞
湯涌みどりの里
■概要：メインルートを避け、静かな秋のブナ林を満喫
しつつ、医王山最高峰の奥医王山に登ります。登山道を 集合 ７ ：００
離れての藪漕ぎ・探検気分も味わい、キノコに巡り合え 解散 １５：００（予定）
るかも。
★コース：栃尾登山口P⇒オージャラ⇒沢コース⇒奥
医王山⇒尾根コース＜藪漕ぎ体験＞⇒オージャラ⇒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。

森林セラピーアクト焼き芋体験1
11月3日
（木・祝）
大人５００円
子ども３００円
対 象 ５歳以上
中学生以下は保護者同伴
定 員 ７組

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（登山道が
ない藪漕ぎも体験します）※詳
細はお問い合わせ下さい
定 員 ６名※最小催行人数２名〜

動物園の探検ツアー
11月5日
（土）〜11月6日（日）
1泊2日
参加費
対
定

子ども３，
５００円程度
大人４，
５００円程度
象 小中学生とその家族
員 １５組４０名程度

秋の里山探鳥会
11月5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 小学３年生以上
大人
定 員 １５名程度

釣り名人は君だ Part2
11月5日
（土）〜11月6日（日）
1泊2日
参加費 １人３，
０００円程度
対 象 小中学生を含む家族
定 員 ８０名

里山のおもてなし
11
月

概

報恩講料理

11月6日
（日）
参加費 １，
５００円（レクリエーション保険込）
対 象 中学生以上
一般
定 員 ２０名

参加費

対
定

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
象 幼児・小学生の親子
員 ２０名

橋立自然観察会

11月6日
（日）
参加費
対 象
定 員

なし
小学生低学年以下は保護者同伴
なし

親子でおもしろ鉱物実験

11月6日
（日）

主催者／石川県立白山青年の家
担当：荒川
９２０‐２１１３ 石川県白山市八幡町戌１４２番地
TEL０７６‐２７２‐３６９５ FAX０７６‐２７２‐３６９４
E‐mail：info@hakusanseinen.jp
HP：http : //www.hakusanseinen.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（木）
〜定員になり次第締切
募集／８月４日
申込／電話

夕日寺里山楽習塾

夕日寺健民自然園

自然園の森は落葉樹がほとんどでこの季
節、紅葉し落葉したあとはすっかり明る
くなります。小鳥たちの様子を見るには
絶好の時期です。

夕日寺健民自然園
開始 ９ ：００
終了 １１：００
※開始時間注意

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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（月）
〜１０月５日
（水）
募集／９月５日
申込／電話・FAX・E‐mail

応募者多数の場合は抽選を行います。定
員に達しない場合は、募集を継続します。

能登の海につつまれて、親子でチャレン 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
担当：奥
９２７‐０６０４ 石川県鳳珠郡能登町字九里川尻
ジ！
石川県立能登少年自然の家
１６字２０番地
朝陽とともに釣りスタート。海を見なが
TEL０７６８‐７２‐２２００
HP：http : //www.ishikawa-shizen.jp/noto/top.html
ら食べる朝食。大物賞や大漁賞、目指せ
問合せ＆申込先／主催者と同じ
釣り名人。家族で仲良く能登の海での釣
（火）
〜定員になり次第締切
募集／９月１３日
りを楽しみませんか。
申込／電話
恵みを分かち合い つながりを深める伝統食

夕日寺健民自然園 ふる 主催者／NPO エコラボ
担当：中村
さと館・体験工房
９２０‐０８２３ 石川県金沢市夕日寺町ホ２３‐２
北陸では里山の実りを分かち合い、親戚縁者が揃って膳を囲む伝統があります。
TEL０７６‐２５３‐８１１２
民俗学からみた里山のおもてなしの意義を理解し、地域色豊かな食材を中心とし 夕日寺健民自然園 ふる
E‐mail：elaboesd@yahoo.co.jp
た伝統料理の基礎を学びます。
さと館
HP：https : //npo-ecolabo.jimdosite.com/
①講義：里山のおもてなし 自然との共生と祭礼
（金沢市夕日寺町ハ１１６）
問合せ＆申込先／主催者と同じ
②調理実習：里山のおもてなし料理
集合 ９ ：００
氏名、年齢、当日の連絡先電話番号を明記して
お申込みください
持ち物：エプロン、三角巾、マスク、タオル、布巾、お弁当箱、はし、包丁、さいばし、 開始 ９ ：３０
募集／８月１５日
（月）
〜定員になり次第締切
必要な方は軽食（調理用具のご持参にご協力をお願いすることがございます。） 解散 １４：００
こどもの同伴可。安全については保護者の責任でお願いいたします。
申込／電話・E‐mail・往復はがき
加賀市直下町 ホーソの森

紅葉鮮やかなドングリの森で、探検遊びやロープ、布を使って自由な発想
加賀市三谷地区（予定：
で秘密の遊び場を作ります。
旧松風荘駐車場 加賀市
午前：里山の探検
午後：自由な発想で遊び場づくり
直下町１９４）
集合 ９ ：１５
お弁当をご用意ください。
開始 ９ ：３０
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 解散 １５：００
あります。

11月6日
（日）
参加費

対
定
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象
員

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。
小学生以上（小学生は保護者同伴）
午前・午後、各５組

主催者／一般社団法人加賀みどりの楽校
９２２‐０６７１ 石川県加賀市大聖寺瀬越町２３の
１９４番地の１
問合せ＆申込先／かが緑の里自然教室
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
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/
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。
（月）
〜定員になり次第締切
募集／４月４日
申込／電話・E‐mail・ウェブ

主催者／石川県自然解説員研究会
重伝建の街並み、自然公園の木の実を楽 加賀市橋立町
HP：https : //kaisetuin.jimdo.com/
しむ
集合 ９ ：００
（宮下由美子）
問合せ＆申込先／TEL０９０‐２３７０‐７０８３
北前船の里資料館 申込／不要
橋立街並み〜橋立自然公園
駐車場
新型コロナ感染防止のためマスク着用を 開始 ９ ：００
お願いします。
解散 １５：００

大地をつくる岩石と鉱物について、画像 石川県立自然史資料館内
を使って解説し、実物標本で簡単な実験
をします。
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：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
（木）
〜定員になり次第締切
募集／１０月６日
申込／電話

カブトムシのオスを標本にする教室で 石川県ふれあい昆虫館
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
（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 FAX０７６‐２７３‐９９７０
E‐mail：kontyu@furekon.jp
HP：https : //www.furekon.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
１１、
１２月に実施される３回分の標本教室を
「１０月２３
日」
９：００よりインターネット受付を開始します。
募集／１０月２３日
（日）
〜定員になり次第締切
申込／ウェブ

参加費 無料
対 象 小１〜小３（保護者同伴必須）
定 員 １０名

カブトムシの標本をつくろう

主催者／TABITAIKEN ネット
担当：栂（とが）
TEL０９０‐６２７２‐８６９９
E‐mail：tabitaiken@gmail.com
HP：https : //www.tabitaiken.com
問合せ＆申込先／主催者と同じ
①名前②年齢③連絡先電話番号を明記し
tabitaiken@gmail.com へ。
折り返しそのメールアドレスに返信します。
募集／９月１日
（木）
〜定員になり次第締切
申込／E‐mail・ウェブ

動物園で探検ツアーやゲームにチャレン 石川県立白山青年の家
ジ！
石川県立白山青年の家
いしかわ動物園と連 携 し、裏 側 探 検 ツ （白山市八幡町戌１４２）
アーや動物園ゲームで親睦を深めるとと 集合 ９ ：００
もに交流も深めます。また、野外料理に 開始 ９ ：３０
解散 １５：００
も挑戦します。

わんぱく遊び塾『森の秘密基地作り 紅葉編』 秘密の遊び場を作ろう！
11月6日
（日）

医王山

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

親子 De バームクーヘン作りに挑戦

概

開催地
集合解散場所・時間

要

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

11月6日
（日）
参加費 参加者１人５００円
対 象 小学生
（低学年は保護者同伴）
定 員 ３０人

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

今の時代にはあまり機会がない、自然と 未定
触れ合える環境の中で、初めて出会う仲
間と一緒に普段味わうことのできないワ 未定
クワクするような体験をすることによ
り、仲間への思いやりを育みます。

秋の一日体験（仮）

11月中旬に開催予定
参加費
対 象
定 員

奥卯辰山健民公園

未定
未定
未定

主催者・問合せ・申込先
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
（月）
〜９月３日
（土）
募集／８月１日
申込／電話・FAX・E‐mail

主催者／学生ノートック
問合せ＆申込先／E‐mail：gakusei@no-tokku.org
HP：https : //www.no-tokku.org
申込／E‐mail・ウェブ

詳細が決まり次第、ホームページで発表
致します。

鎮守の森きのこ観察会と食事交流会

11月12日
（土）
参加費 １，
３００円（昼食付き）
対 象 不問
定 員 ３０名

紙の草木染で実験しよう

11月12日
（土）

担当：山下
鎮守の森の石文化ときのこを満喫しま 里山自然学校こまつ滝ヶ原 主催者／里山自然学校こまつ滝ヶ原
９２３‐０３３５ 石川県小松市滝ヶ原町ウ２０番地
しょう
鞍掛山第一駐車場
TEL０７６１‐６５‐２４３６
問合せ＆申込先／TEL０９０‐５６８０‐１５４８（山下）
環境整備した滝ヶ原の八幡神社境内の観 集合 ９ ：３０
FAX０７６１‐６５‐２４３６
察会です。石文化を学び、樹木、椎茸、 開始 １０：００
E‐mail：ma.kura０８３０@gmail.com
ナメコなどを観察します。観察後はきの 解散 １３：００
HP：http : //satoyama-komatsu.com/
こを採取します。
（天気により変更あり）
（水）
〜１１月９日
（水）
募集／８月３日
申込／電話・FAX・E‐mail・ウェブ
君もキノコ博士になろう！
植物の色について、草木染体験で学びま 石川県立自然史資料館内
す。
受付 １３：００〜
・エプロン、白衣などあれば持参。
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
（水）
〜定員になり次第締切
募集／１０月１２日
申込／電話

カヤぶき屋根や雪囲いに使用したカヤの 白山市白峰西山地内
かりとり体験です。
白山ろく民俗資料館
作業できる服装
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
１ヶ月前から電話などで受付
（水）
〜定員になり次第締切
募集／１０月１２日
申込／電話・FAX・E‐mail

参加費 無料
対 象 小学生（保護者同伴必須）
定 員 ２０名

カヤ刈り体験
11月12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

参加費

簡単な火起こし、おいしい焼き芋の焼き 石川県森林公園デイキャ 主催者／石川県森林公園
担当：野村
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
方を体験します。
ンプ場
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
煙の強いにおいが服につきますので、汚 石川県森林公園デイキャ
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
れても良い服装でお越しください。
ンプ場
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（河北郡津幡町加茂）
お申込み方法について詳しくはホームページを
集合 ９ ：３０〜１０：００
ご覧ください。
開始 １０：００
募集／１０月１６日
（日）
〜１０月３０日
（日）
申込／ウェブ
解散 １２：００

医王山の大池平自然観察会−錦秋−

三蛇ヶ滝の絶景と木々の紅葉を楽しむ

金沢市

里山の四季を体感しよう

能美市鍋谷町
原山、蟹淵

森林セラピーアクト焼き芋体験２
11月13日
（日）
大人５００円
子ども３００円
対 象 ５歳以上
中学生以下は保護者同伴
定 員 ７組

11月13日
（日）
参加費
対 象
定 員

なし
小学生低学年以下は保護者同伴
なし

能美の里山ガイドハイク
原山・蟹淵
11月13日
（日）
参加費
対
定

大人 １，
０００円
高校生以下 ５００円
象 ご興味のある方ならどなたでも
員 ２０名

高野山・揚

主催者／石川県自然解説員研究会
HP：https : //kaisetuin.jimdo.com/
集合 ９ ：００
医王山ビジターセンター〜大池平
（奥名正啓）
問合せ＆申込先／TEL０９０‐８２６２‐７０９９
金 沢 市 奥 新 保 医 申込／不要
新型コロナ感染防止のためマスク着用を
王山ビジターセン
お願いします。
ター
開始 ９ ：００
解散 １４：００
高野山、揚 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
里山のミズナラ・コナラ・ハウチワカエデ
TEL０７６１‐５１‐２３０８ FAX０７６１‐５１‐２３０８
等の彩りを感じながら高野山（標高３７３m） こくぞう里山公園交流館
E‐mail：info@nominosatoyama.com
から揚原山（標高４８７m）へと連なるパノ （能美市和気町い２１‐１）
HP：http : //www.nominosatoyama.com/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
ラマコースを散策します。また、伝説の池 受付 ８ ：４０
約２ヶ月前から受付
「蟹淵」に立ち寄る魅力的なコースです。 開始 ９ ：００
解散 １５：００頃
申込／電話・FAX・E‐mail・往復はがき
お弁当持参

ヤドカリ学級「秋の磯で生き物を探そう」 能登の里山里海
11月13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歳
未満のお子様の参加はお勧めで
きません。
定 員 ２０名程度

焚火だ、たき火だ落葉焚き
11月13日
（日）
参加費

対
定

有料
料金は電話・HP 等で確認して
ください。
象 小学生以上
大人
員 １５名程度

たいけん

はっけん

のと海洋ふれあいセンター 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
磯には様々な生き物がいます。つかまえ のと海洋ふれあいセンター
TEL０７６８‐７４‐１９１９ FAX０７６８‐７４‐１９２０
て行動を観察してみましょう。
（鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
E‐mail：nmci@notomarine.jp
開始 １０：３０
HP：http : //notomarine.jp/
終了 １２：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（土）
〜定員になり次第締切
募集／１０月１日
申込／電話・FAX・E‐mail

夕日寺里山楽習塾

夕日寺健民自然園

錦秋の自然園の森は明るい森へと変わる 夕日寺健民自然園
頃。落ち葉かきは大事な里山保全の一つで 開始 １０：００
す。冷たい北風のなか「焚火だ焚火だ落葉 終了 １２：００
焚き♪」で焼芋してあたたまりませんか。
応募者多数の場合は抽選を行います。定員
に達しない場合は、募集を継続します。

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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（水）
〜１０月１３日
（木）
募集／９月１４日
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。

30

11
月

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

岩石と鉱物を知ろう

11月20日
（日）

概

要

開催地
集合解散場所・時間

大地をつくる岩石と鉱物について、画像 石川県立自然史資料館内
を使って解説し、実物標本で簡単な実験
をします。
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
（木）
〜定員になり次第締切
募集／１０月２０日
申込／電話

トチ餅についての解説の後、トチの実の 白山市白峰西山地内
殻割りを体験し、昼食後は参加者一同で
白山ろく民俗資料館
餅つきをします。
１０：００〜１４：００
昼食、飲み物、手ぬぐい等は各自で持参
ください。

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
１ヶ月前から電話などで受付
（金）
〜定員になり次第締切
募集／１０月２１日
申込／電話・FAX・E‐mail

カブトムシのオスを標本にする教室で 石川県ふれあい昆虫館
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
（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 FAX０７６‐２７３‐９９７０
E‐mail：kontyu@furekon.jp
HP：https : //www.furekon.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
１１、
１２月に実施される３回分の標本教室を
「１０月２３
日」
９：００よりインターネット受付を開始します。
募集／１０月２３日
（日）
〜定員になり次第締切
申込／ウェブ

ツルや流木でオリジナルアートを作ろ 白山市チャレンジ村
う！
チャレンジ村
好きなツルや流木を選んだら、木の実な （白山市寄新保町６６６‐２）
どトッピングしてホットボンドで付けま 集合 １３：１５
す。リースやオリジナルな飾りが出来上 開始 １３：３０
解散 １６：００
がり！

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
（月・祝）〜定員になり次第締切
募集／１０月１０日
申込／FAX・E‐mail

夕日寺里山楽習塾

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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（水）
〜１０月２０日
（木）
募集／９月２１日
申込／電話・FAX・E‐mail

参加費 無料
対 象 小４〜中３
定 員 １０名

トチ餅つき体験
11月20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

カブトムシの標本をつくろう
11月20日
（日）
参加費

対
定

象
員

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。
小学生以上（小学生は保護者同伴）
午前・午後、各５組

わくわく親子あそび塾 ネイチャークラフト
11月20日
（日）
参加費 １人８００円
２人で１作品 １，
２００円
対 象 ５歳以上の親子
大人
定 員 １８名程度

秋の里山ガイドウォーク
11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 小学３年生以上
大人
定 員 １５名程度

11
月

幸福を祈る・アロマ・
クリスマススワッグ作り
11月23日（水・祝）
参加費 ２，
２００円
対 象 小学生以上
小学生低学年は保護者同伴
定 員 ２０名

晩秋の野鳥観察会
11月23日（水・祝）
参加費
対
定

大人２００円
子ども無料
象 小学生以上
（中学生以下は保護者同伴）
員 ２０名

ふれる・さぐる・つくる子どもエコタイム

11月27日
（日）
参加費 ３００円
対 象 小学生以上
定 員 １５名

親子料理教室 Part1

11月27日
（日）
参加費 １家族１，
５００円程度
対 象 幼児、小中学生とその保護者
定 員 ６０名
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主催者・問合せ・申込先

夕日寺健民自然園

自然園の森は秋から冬へ。樹々や草花は 夕日寺健民自然園
懸命に冬支度を始めています。秋に実を 開始 １０：００
結ぶものや花咲くものもあり、晩秋の生 終了 １２：００
き物の暮らしを訪ねてみませんか。
応募者多数の場合は抽選を行います。定
員に達しない場合は、募集を継続します。
フローリストに学ぶ祝祭のグリーン

教育プラザ富樫

クリスマスの飾りとしてブームのスワッグ。クリ
教育プラザ富樫
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で作 集合 ９ ：２０
ります。爽やかな香りで祝祭の日を彩りましょう。 開始 ９ ：３０
解散 １１：３０
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
＊未就学児の同伴は可能です。安全については保
護者の責任でお願いいたします。

主催者／NPO エコラボ
担当：中村
９２０‐０８２３ 石川県金沢市夕日寺町ホ２３‐２
TEL０７６‐２５３‐８１１２
E‐mail：elaboesd@yahoo.co.jp
HP：https : //npo-ecolabo.jimdosite.com/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
氏名、年齢、当日の連絡先電話番号を明記して
お申込みください
募集／１０月１日
（土）
〜１１月２１日
（月）
申込／電話・E‐mail・往復はがき

森林公園内に生息する野鳥や、飛来する 旧森林公園事務所
主催者／石川県森林公園
担当：野村
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
冬鳥を観察し、種の判別を学びます。
TEL０７６
‐
２８８
‐
６４４９
FAX０７６
‐
２８８
‐６４７９
旧森林公園事務所
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
アップダウンのあるコースを歩きますの （河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
で、長靴かトレッキングシューズをご準 集合 ９ ：３０〜１０：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
備ください。メインの観察会場は屋根の 開始 １０：００
お申込み方法について詳しくはホームページを
ある観察舎ですので、ご安心ください。 解散 １２：００
ご覧ください。
募集／１０月２６日
（水）
〜１１月９日
（水）
申込／ウェブ
おもしろ環境実験⑤クリスマスリース

夕日寺健民自然園

秋になると、植物は多くの自然のめぐみ
を与えてくれます。木の実、枝や葉、つ
る。それらを使って、オリジナルなクリ
スマスリースを作りましょう。

体験工房
集合 １３：００受付
開始 １３：１５
解散 １６：００

持ち物：筆記用具、手拭きタオル、歩き
やすい服装、水筒

主催者／タイムマシンクラブ
担当：舘
TEL０７６‐２５２‐３７７８
E‐mail：harucco@topaz.ocn.ne.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
約１ヶ月前から受付開始、
定員になり次第締め切り
電話の場合は午後７時以降
申し込みは、氏名、学校名、学年、連絡先電話
番号を
募集／１０月２７日
（木）
〜１１月２４日
（木）
申込／電話・E‐mail

担当：奥
能登の海につつまれて、親子でチャレン 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 石川県鳳珠郡能登町字九里川尻
ジ
石川県立能登少年自然の家
１６字２０番地
君もパティシエ！
TEL０７６８‐７２‐２２００
HP：http : //www.ishikawa-shizen.jp/noto/top.html
親子でお菓子作り Part1
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（日）
〜定員になり次第締切
募集／１０月２３日
申込／電話

12月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員

国際理解キャンプ②
12月3日
（土）〜12月4日（日）
1泊2日

概

要

開催地
集合解散場所・時間

仲間との外国語を用いた体験活動を通し 国立能登青少年交流の家
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。集団宿泊体 国立能登青少年交流の家
験を通して、より良い人間関係を作る力
を育みます。

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
約１ヶ月前からホームページ上で受付
申込／ウェブ

親子でリースとケーキ作りにチャレン 石川県立白山青年の家
ジ！
石川県立白山青年の家
クリスマスを前に、クリスマスリースと （白山市八幡町戌１４２）
集合 ９ ：３０
ケーキを親子で楽しく作ります。
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番地
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
（木）
〜定員になり次第締切
募集／８月４日
申込／電話

参加費 ３，
０００円程度
対 象 小学３・４年生
定 員 ３０名

親子 DE メリークリスマス A

12月3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

クリスマスキャンドルホルダー作り
12月4日
（日）
参加費 １個６００円
対 象 親子、小学生
（小学３年生以下は保護者同伴）
定 員 ３０名

葉脈標本＆クリスマスカードをつくろう

12月4日
（日）

園内の葉っぱや小枝などクリスマスの装 白山ろくテーマパーク吉 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
飾品を使用して、クリスマスキャンドル 岡園地
石川県白山市河内町吉岡西８９
ホルダー作りを行います。
TEL０７６‐２７２‐３６３７ FAX０７６‐２７２‐３９３７
白山ろくテーマパーク吉
E‐mail：info@hakusanpark.com
雨が降りそうな時には雨具を持参してく 岡園地
（土）
〜１２月３日
（土）
募集／１０月１日
ださい。
開始 ９ ：００
解散 １２：００
申込／電話・FAX・E‐mail

ヒイラギの葉脈標本を作り、葉脈標本と 石川県立自然史資料館内
押し葉でクリスマスカードを作ります。
受付 ９ ：３０〜
・汚れても構わない服装。
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
（金）
〜定員になり次第締切
募集／１１月４日
申込／電話

親子でリースとケーキ作りにチャレン 石川県立白山青年の家
ジ！
石川県立白山青年の家
クリスマスを前に、クリスマスリースと （白山市八幡町戌１４２）
集合 ９ ：３０
ケーキを親子で楽しく作ります。
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番地
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
（木）
〜定員になり次第締切
募集／８月４日
申込／電話

カブトムシのオスを標本にする教室で 石川県ふれあい昆虫館
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
（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 FAX０７６‐２７３‐９９７０
E‐mail：kontyu@furekon.jp
HP：https : //www.furekon.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
１１、
１２月に実施される３回分の標本教室を
「１０月２３
日」
９：００よりインターネット受付を開始します。
募集／１０月２３日
（日）
〜定員になり次第締切
申込／ウェブ

参加費 無料
対 象 小学生
定 員 １６名

親子 DE メリークリスマス B

12月4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

カブトムシの標本をつくろう
12月4日
（日）
参加費

対
定

象
員

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。
小学生以上（小学生は保護者同伴）
午前・午後、各５組

シイタケ菌入れ体験と食事交流会

12月10日
（土）
参加費 ３，
０００円（原木数本と昼食付き）
対 象 小学生以上保護者同伴、一般
定 員 ２０名

親子冬物語
12月10日
（土）〜12月11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

森林セラピーアクト12月の遊歩道ガイドウォーク
12月11日
（日）
参加費
対
定

大人２００円
子ども無料
象 小学生以上
小中学生は保護者同伴
員 ２０名

主催者・問合せ・申込先

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 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
里山自然学校こまつ滝ヶ原
TEL０７６１‐６５‐２４３６
（小松市滝ヶ原町ウ２０）
問合せ＆申込先／TEL０９０‐５６８０‐１５４８（山下）
受付 ９ ：００
FAX０７６１‐６５‐２４３６
開始 ９ ：３０
E‐mail：ma.kura０８３０@gmail.com
昼食 １２：００
HP：http : //satoyama-komatsu.com/
解散 １３：００
（水）
〜１２月７日
（水）
募集／８月３日
申込／電話・FAX・E‐mail・ウェブ

この体験が親子の物語に！

石川県立鹿島少年自然の 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
家とその周辺
親子クラフト（クリスマスツリー）、ク
分ハ‐１
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
TEL０７６７‐７７‐２２００ FAX０７６７‐７７‐２２０１
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（木）
〜定員になり次第締切
募集／１１月１０日
申込／電話

普段あまり行くことのない遊歩道を公園 園内遊歩道
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 森 林 公 園 イ ン フ ォ メ ー
楽しめます。
ションセンター
（河北郡津幡町字津幡エ１４）
アップダウンのあるコースを歩きます。 集合 ９ ：３０〜１０：００
また、ぬかるみ、滑りやすい箇所等ござ 開始 １０：００
いますので、長靴やトレッキングシュー 解散 １２：００
ズをご用意ください。

主催者／石川県森林公園
担当：野村
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
お申込み方法について詳しくはホームページを
ご覧ください。
募集／１１月１３日
（日）
〜１１月２７日
（日）
申込／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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12
月

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

自然材で作る X'mas 飾り教室
12月11日
（日）
参加費

対
定

有料
料金は電話・HP 等で確認して
ください。
象 どなたでも
員 １５名程度

概

開催地
集合解散場所・時間

要

夕日寺健民自然園

夕日寺里山楽習塾

自 然 園 の 森 か ら「葉」
「実」
「小 枝」
「つ 夕日寺健民自然園
る」などを探します。クリスマスカラー 開始 １０：００
を考えながらこれらの自然材を使い
終了 １２：００
「X'mas 飾り」を作ります。おうちに飾
り楽しい X'mas にしましょう。
応募者多数の場合は抽選を行います。定
員に達しない場合は、募集を継続します。
この体験が親子の物語に！

親子門松物語

オリジナル門松で特別なお正月を！

12月18日
（日）
参加費 １人１，
５００円
対 象 小・中学生を含む家族・グループ
定 員 ４０名

ヤドカリ学級「海藻を味わおう」
12月18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歳
未満のお子様の参加はお勧めで
きません。
定 員 ２０名程度

里山の餅つき体験会

12月24日
（土）
参加費 ５００円（※幼児無料）
対 象 親子、一般
定 員 ４０名

自然材で作るお正月飾り教室
12月24日
（土）
参加費

対
定

有料
料金は電話・HP 等で確認して
ください。
象 どなたでも
員 １５名程度

2023年

お正月納めのお焚き上げ（左義長）
1月14日
（土）

1
月

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３年生以上
大人
定 員 １５名程度

スキー指導者養成講習会
1月14日
（土）〜1月15日（日）
1泊2日
参加費 一人６，
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

へぎそば作り

1月15日
（日）
参加費 １家族１，
５００円程度
対 象 幼児、小中学生とその保護者
定 員 ６０名

親子 DE みそづくり

1月21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
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たいけん

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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（月・祝）〜１１月１１日（金）
募集／１０月１０日
申込／電話・FAX・E‐mail

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
石川県立鹿島少年自然の家
分ハ‐１
TEL０７６７‐７７‐２２００ FAX０７６７‐７７‐２２０１
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（金）
〜定員になり次第締切
募集／１１月１８日
申込／電話

はっけん

のと海洋ふれあいセンター 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
冬は海藻が元気に伸びはじめる季節で のと海洋ふれあいセンター
TEL０７６８‐７４‐１９１９ FAX０７６８‐７４‐１９２０
す。磯でとった海藻を味わってみません （鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
E‐mail：nmci@notomarine.jp
か。
開始 １０：３０
HP：http : //notomarine.jp/
終了 １２：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（火）
〜定員になり次第締切
募集／１１月１日
申込／電話・FAX・E‐mail
里山自然学校こまつ滝ヶ原 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
木臼の餅つき体験を行います。お餅を食 里山自然学校こまつ滝ヶ原
TEL０７６１‐６５‐２４３６
（小松市滝ヶ原ウ２０番地） 問合せ＆申込先／TEL０９０‐５６８０‐１５４８（山下）
べて粘り強く健康になりましょう。
集合・開始 １０：００
FAX０７６１‐６５‐２４３６
皆さん一緒に餅つきを楽しみましょう！ 解散
１３：００
E‐mail：ma.kura０８３０@gmail.com
HP：http : //satoyama-komatsu.com/
（水）
〜１２月２１日
（水）
募集／８月３日
申込／電話・FAX・E‐mail・ウェブ
お餅をついて・食べて新年を迎えよう！

夕日寺健民自然園

夕日寺里山楽習塾

自然園の森から縁起の良い葉や実などを 夕日寺健民自然園
探します。これらの自然材に水引や色紙 開始 １０：００
などめでたい飾りを使い、思い思いの
「お
終了 １２：００
正月飾り」で清々しい新年を迎えましよ
う。
応募者多数の場合は抽選を行います。定
員に達しない場合は、募集を継続します。

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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（月）
〜１１月２４日
（木）
募集／１０月２４日
申込／電話・FAX・E‐mail

1月

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

12
月

能登の里山里海

主催者・問合せ・申込先

概

要

夕日寺里山楽習塾

開催地
集合解散場所・時間
夕日寺健民自然園

「松」
も取れてお正月飾りや一年のお札、書 夕日寺健民自然園
きぞめなどを焚き上げます。
昔からの暮ら 開始 １０：００
しの知恵を「左義長」
として受け継いでお 終了 １２：００
正月納めのお焚き上げをしましょう。
応募者多数の場合は抽選を行います。
定員
に達しない場合は、
募集を継続します。
スキー技術とスキー活動指導法の習得

主催者・問合せ・申込先
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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（月）
〜１２月１４日
（水）
募集／１１月１４日
申込／電話・FAX・E‐mail

白山ろく少年自然の家お 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
よび周辺のスキー場
TEL０７６‐２５６‐７１１４
白山ろく少年自然の家
HP：https : //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

担当：奥
能登の海につつまれて、親子でチャレン 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 石川県鳳珠郡能登町字九里川尻
ジ
石川県立能登少年自然の家
１６字２０番地
ふのり入りのそばを打ち、打ったそばの
TEL０７６８‐７２‐２２００
HP：http : //www.ishikawa-shizen.jp/noto/top.html
つるっとしたのど越しが楽しめます。
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（日）
〜定員になり次第締切
募集／１０月１６日
申込／電話
鶴来伝統の手法でみそ作りにチャレン 石川県立白山青年の家
ジ！
石川県立白山青年の家
鶴来伝統のみそ作りにチャレンジし、わ （白山市八幡町戌１４２）
集合 ９ ：３０
が家のみそを作ります。
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番地
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
（木）
〜定員になり次第締切
募集／１２月１日
申込／電話

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

冬をあそぶ・親子であそぶ
1月22日
（日）
参加費

対
定

有料
料金は電話・HP 等で確認して
ください。
象 年中児〜小学１年生の親子
員 １５名程度

のともファミリー感謝祭
1月28日
（土）〜1月29日（日）
1泊2日

概

要

夕日寺里山楽習塾

開催地
集合解散場所・時間
夕日寺健民自然園

雪の自然園もにぎやかです。真っ白な雪 夕日寺健民自然園
の森は意外にも明るく木々の間から何か 開始 １０：００
が見つけられるかも。
終了 １２：００
応募者多数の場合は抽選を行います。定
員に達しない場合は、募集を継続します。

1月28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 小学３年生以上
大人
定 員 １５名程度

森林セラピーアクト１月の遊歩道ガイドウォーク
1月29日
（日）
参加費
対
定

大人２００円
子ども無料
象 小学生以上
小中学生は保護者同伴
員 １５名

主催者／公益社団法人 いしかわ環境パートナー
シップ県民会議
HP：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（水・祝）〜１２月２２日（木）
募集／１１月２３日
申込／電話・FAX・E‐mail

親子や家族に規則正しい生活や体験活動 国立能登青少年交流の家
の機会と場を提供することで、その重要
性を感じ取ったり、家族の絆を深めたり 国立能登青少年交流の家
する機会とします。

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
約１ヶ月前からホームページ上で受付
申込／ウェブ

夕日寺里山楽習塾

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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（月）
〜１２月２８日
（水）
募集／１１月２８日
申込／電話・FAX・E‐mail

参加費 ２，
０００円程度
対 象 家族
定 員 ７５家族３００名程度

冬の里山探鳥会

主催者・問合せ・申込先

夕日寺健民自然園

冬鳥たちはそろそろ北へ帰る準備に追わ 夕日寺健民自然園
れている頃。自然園の森に憩う春待つ鳥 開始 １０：００
たちの様子を見てみよう。
終了 １２：００
応募者多数の場合は抽選を行います。定
員に達しない場合は、募集を継続します。
普段あまり行くことのない遊歩道を公園 園内遊歩道
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 インフォメーションセンター
（河北郡津幡町字津幡エ１４）
楽しめます。
集合 ９ ：３０〜１０：００
アップダウンのあるコースを歩きます。 開始 １０：００
また、ぬかるみ、滑りやすい箇所等ござ 解散 １２：００
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。

主催者／石川県森林公園
担当：野村
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
お申込み方法について詳しくはホームページを
ご覧ください。
募集／１２月２５日
（日）
〜２０２３年１月１５日（日）
申込／ウェブ

2月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員

能美の里山自然学校

2月4日
（土）
参加費 ３，
０００円
対 象 小学生
定 員 ２０名

河北潟でバードウォッチングをしよう
2月5日
（日）
参加費
対 象
定

無料
小３〜大人
（小学生は保護者同伴必須）
員 １０名

冬の獅子吼山ろくを楽しもう（かんじ
き体験）
2月11日
（土・祝）
参加費 大人７００円 子供３００円
対 象 小学生〜大人
（小学生低学年は保護者同伴）
定 員 ２０名

冬のあそび塾
2月11日
（土・祝）
〜2月12日（日）
1泊2日
参加費

大人
（小学４年生） ６，
０００円
小学３年生以下
４，
０００円
対 象 幼児以上
（小学３年生以下保護者同伴）
定 員 ３０名

親子料理教室 Part2

2月11日
（土・祝）
参加費 １家族１，
５００円程度
対 象 幼児、小中学生とその保護者
定 員 ６０名

概

要

開催地
集合解散場所・時間

主催者・問合せ・申込先

担当：大口
能美市長滝町 七ツ滝周 主催者／能美の里山ファン倶楽部
辺緑地
９２３‐１２２４ 石川県能美市和気町い２１‐１
かんじきを履いて歩いてみよう。うまく （積雪状況により内容や開
TEL０７６１‐５１‐２３０８ FAX０７６１‐５１‐２３０８
）
E‐mail：info@nominosatoyama.com
歩けるかな。夏には出会えない何かが見 催場所を変更します。
HP：http : //www.nominosatoyama.com/
つかるかも。
こくぞう里山公園交流館
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（能美市和気町い２１‐１）
４月より募集
受付 ８ ：４０
申込／電話・FAX・E‐mail
開始 ９ ：００
解散 １６：００
かんじきで歩こう

河北潟で見られるサギや猛禽類に加え、 河北潟周辺
カモやカイツブリなどの渡り鳥を観察し
ます。
受付 ９ ：３０〜
開始 １０：００
解散 １２：００
・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

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
（木）
〜定員になり次第締切
募集／２０２３年１月５日
申込／電話

楽しみながら体を動かし自然を感じよ 白山市鶴来地区獅子吼山 主催者／白山獅子吼自然人クラブ（TEAM はくさ
担当：金丸
ん２１グループ）
う！
ろく
９２０‐２１６５ 石川県白山市富光寺町１６番地
冬の獅子吼山ろく（白山青年の家・パー 白山青年の家前
（北陸 K・K 企画内）
ク獅子吼周辺）
（白山市八幡町戌１４２）
TEL０９０‐３９２４‐７１６５ FAX０７６‐２７３‐３９２６
E‐mail：k-kazu１６@nifty.com
受付集合 ９ ：４０
１０：００〜
参加申込者には準備物等は前日までに連 開始
問合せ＆申込先／主催者と同じ
１２：３０（予定） 募集／２０２３年１月１日
（日・祝）〜２月９日（木）
終了
絡します。
申込／電話・FAX・E‐mail・ウェブ
里山自然学校大杉みどり 主催者／石川県キャンプ協会
担当：田丸
の里
E‐mail：ishikawa@camping.or.jp
１日目：雪だるまや雪像つくり、そりあ
HP：https : //ishikawa.camping.or.jp/
そび・クロスカントリースキー、キャン 里山自然学校大杉みどり 問合せ＆申込先／主催者と同じ
の里
申し込みは必ず協会 HP より各事業要項をご確
プファイヤー
２日目：アイスクリーム作り
集合 ９ ：３０
認の上、お申込みください。
開始 １０：００
（木）
〜定員になり次第締切
募集／１２月１日
解散 １４：００
申込／ウェブ
雪で思いっきり遊んで冬を楽しもう

担当：奥
能登の海につつまれて、親子でチャレン 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 石川県鳳珠郡能登町字九里川尻
ジ
石川県立能登少年自然の家
１６字２０番地
君もパティシエ！
TEL０７６８‐７２‐２２００
HP：http : //www.ishikawa-shizen.jp/noto/top.html
親子でお菓子作り Part２
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（日）
〜定員になり次第締切
募集／２０２３年１月８日
申込／電話

※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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1
月

2
月

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

開催地
集合解散場所・時間

要

主催者・問合せ・申込先

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
オリジナル「クレープ」を親子でつくろ 石川県立鹿島少年自然の家
分ハ‐１
TEL０７６７‐７７‐２２００ FAX０７６７‐７７‐２２０１
う！
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（木）
〜定員になり次第締切
募集／２０２３年１月１２日
申込／電話
この体験が親子の物語に！

親子クレープ物語

2月12日
（日）
参加費 １人１，
０００円
対 象 小・中学生を含む家族・グループ
定 員 ４０名

白山まるごと体験教室
セミナー

概

白山ろくけもの

2月12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

ブナオ山観察舎とその周 主催者／白山自然保護センター 協力：白山ふも
と会、白山自然ガイドボランティア友の会
辺、白山ふもと会
９２０‐２３２６ 石川県白山市木滑ヌ４番地
冬の動物を観察し、野外で動物の痕跡を
TEL０７６‐２５５‐５３２１ FAX０７６‐２５５‐５３２３
探します。猟師さんの話も聞きます。
ブナオ山観察舎
E‐mail：hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
HP：https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
（白山市尾添ソ７２‐５）
問合せ＆申込先／主催者と同じ
受付 ８ ：３０
約１か月前から石川県電子申請サービス及び電話で受付
開会 ９ ：００
※受付は電子申請を優先します
終了 １５：００
募集／２０２３年１月１２日
（木）
〜定員になり次第締切
申込／電話・ウェブ
心と体で体験しよう

のと海洋ふれあいセンター 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
石川県のフグの仲間を紹介します。フグ のと海洋ふれあいセンター
TEL０７６８‐７４‐１９１９ FAX０７６８‐７４‐１９２０
E‐mail：nmci@notomarine.jp
を使ってちょうちんを作ってみましょ （鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
開始 １０：３０
HP：http : //notomarine.jp/
う。
終了 １２：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（日・祝）〜定員になり次第締切
募集／２０２３年１月１日
申込／電話・FAX・E‐mail

ヤドカリ学級「フグちょうちんを作ろう」 能登の里山里海
2月12日
（日）
参加費 ３００円
（高校生以上は入館料２１０
円が必要）
対 象 小学生以上
定 員 ２０名程度

冬の里山ガイドウォーク
2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３年生以上
大人
定 員 １５名程度

たいけん

はっけん

夕日寺里山楽習塾

夕日寺健民自然園

雪の中を「かんじき」履いて歩いてみた 夕日寺健民自然園
いと思いませんか。かわいい動物たちの 開始 １０：００
足跡をたどっていくと…。
終了 １２：００
応募者多数の場合は抽選を行います。定
員に達しない場合は、募集を継続します。

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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（月）
〜２０２３年１月１２日（木）
募集／１２月１２日
申込／電話・FAX・E‐mail

スキー講習と家族でスキー体験。
内容：スキー教室、親子スキー活動

白山ろく少年自然の家お 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
よび周辺のスキー場
TEL０７６‐２５６‐７１１４
白山ろく少年自然の家
HP：https : //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

おもしろ環境実験⑥野菜ごみが紙になる

持ち物：筆記用具、手拭きタオル、水筒

長 土 塀 青 少 年 交 流 セ ン 主催者／タイムマシンクラブ
担当：舘
TEL０７６‐２５２‐３７７８
ター
E‐mail：harucco@topaz.ocn.ne.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
交流活動室
約１ヶ月前から受付開始、
定員になり次第締め切り
集合 １３：００受付
電話の場合は午後７時以降
開始 １３：１５
申し込みは、氏名、学校名、学年、連絡先電話
解散 １６：００
番号を
募集／２０２３年１月１９日
（木）
〜２月１７日（金）
申込／電話・E‐mail

医王山ガイドトレック

たんけん大好き大人向け（年４回シリーズ）

医王山

2月19日
（日）

＜山眠る編＞
■概要：伝統的な雪山歩行具「かんじき」をはき、一面雪の白
兀山を目指します。無雪期とは別世界、晴れれば眺望も抜群
の雪山を体験してみたいと思う人にピッタリのプラン。
★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（レンタル可・５００円）またはスノーシューが必要
です。

エンジョイ家族「スノーチャレンジ」
2月18日
（土）〜2月19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
定 員 ４０名（１０家族程度）

ふれる・さぐる・つくる子どもエコタイム

2月19日
（日）
参加費 ３００円
対 象 小学生以上
定 員 １５名

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
（雪山に対
応できる服装や履物
〔防水性の
高い登山靴〕
などが必要です）
※詳細はお問い合わせ下さい
定 員 ６名※最小催行人数２名〜

2
月

森林セラピーアクト２月の遊歩道ガイドウォーク
2月26日
（日）
参加費
対
定

大人２００円
子ども無料
象 小学生以上
小中学生は保護者同伴
員 ２０名

チョウの標本をつくろう
2月26日
（日）
参加費

対
定
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象
員

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）
と、
簡易展翅版
（１００円）をご購入いただきます。
小学生以上（小学生は保護者同伴）
午前・午後、各５組

紙は、木の繊維から作られています。堅
くて筋張っている植物には、繊維がたく
さん含まれています。ごみになってしま
う部分を利用して、繊維を取りだし、紙
を作ってみましょう。紙作りの工程で、
小さなしおりを作ります。

主催者／TABITAIKEN ネット
担当：栂（とが）
TEL０９０‐６２７２‐８６９９
E
‐
mail：tabitaiken@gmail.com
医王山スキー場駐車場（キ
HP：https : //www.tabitaiken.com
ゴ山ビジターハウス下あ
問合せ＆申込先／主催者と同じ
たり）
①名前②年齢③連絡先電話番号を明記し
集合 ７ ：００
tabitaiken@gmail.com へ。
解散 １５：００（予定）
折り返しそのメールアドレスに返信します。
募集／２０２３年２月１日
（水）
〜定員になり次第締切
申込／E‐mail・ウェブ

普段あまり行くことのない遊歩道を公園 園内遊歩道
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 インフォメーションセンター
（河北郡津幡町字津幡エ１４）
楽しめます。
集合 ９ ：３０〜１０：００
アップダウンのあるコースを歩きます。 開始 １０：００
また、ぬかるみ、滑りやすい箇所等ござ 解散 １２：００
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。

主催者／石川県森林公園
担当：野村
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
問合せ＆申込先／主催者と同じ
お申込み方法について詳しくはホームページを
ご覧ください。
募集／２０２３年１月２９日
（日）
〜２月１２日（日）
申込／ウェブ

昆虫館で飼育展示している日本最大級の 石川県ふれあい昆虫館
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 石川県ふれあい昆虫館
きます。
（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 FAX０７６‐２７３‐９９７０
E‐mail：kontyu@furekon.jp
HP：https : //www.furekon.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
２、
３月に実施される２回分の標本教室を
「２月１２日」
９：００よりインターネット受付を開始します。
募集／２０２３年２月１２日
（日）
〜定員になり次第締切
申込／ウェブ

3月
プログラム名・日程・参加費・対象・定員

親子 DE 手打ち！A（うどん）

3月4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

いしかわの自然談話会
3月4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 ４０名

親子 DE 手打ち！B（そば）

3月5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

カブトムシの標本をつくろう
3月5日
（日）
参加費

対
定

象
員

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。
小学生以上（小学生は保護者同伴）
午前・午後、各５組

概

親子で手打ちうどんにチャレンジ！

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歳
未満のお子様の参加はお勧めで
きません。
定 員 ２０名程度

親子料理教室 Part3

3月5日
（日）
参加費 １家族１，
５００円程度
対 象 幼児、小中学生とその保護者
定 員 ６０名

里山保全技術巣箱作り勉強会
3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３年生以上
大人
定 員 １５名程度

早春のトンボの楽園環境整備活動

石川県立白山青年の家

親子で協力してうどん打ちにチャレンジ 石川県立白山青年の家
します。
（白山市八幡町戌１４２）
集合 ９ ：３０
開始 １０：００
解散 １５：００

親子で手打ちそばにチャレンジ！

石川県立白山青年の家

親子で協力してそば打ちにチャレンジし 石川県立白山青年の家
ます。
（白山市八幡町戌１４２）
集合 ９ ：３０
開始 １０：００
解散 １５：００

カブトムシのオスを標本にする教室で 石川県ふれあい昆虫館
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
（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
たいけん

担当：奥
能登の海につつまれて、親子でチャレン 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 石川県鳳珠郡能登町字九里川尻
ジ
石川県立能登少年自然の家
１６字２０番地
親子で楽しく料理作り
TEL０７６８‐７２‐２２００
HP：http : //www.ishikawa-shizen.jp/noto/top.html
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（日）
〜定員になり次第締切
募集／２０２３年２月１２日
申込／電話
夕日寺里山楽習塾

夕日寺健民自然園

里山保全に参加するきっかけに「巣箱づ 夕日寺健民自然園
くり」に挑戦してみませんか。手作り巣 開始 １０：００
箱をかけ、見守ることから里山と関わっ 終了 １２：００
ていきませんか。
応募者多数の場合は抽選を行います。定
員に達しない場合は、募集を継続します。
生き物と共存できる環境を創ろう

鞍掛山第二駐車場

す！
鍬・スコップをご持参いただけると幸いで
す。

3月19日
（日）
参加費 無料
対 象 小学校低学年以下は保護者同伴
定 員 ４０名

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 FAX０７６‐２７３‐９９７０
E‐mail：kontyu@furekon.jp
HP：https : //www.furekon.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
２、
３月に実施される２回分の標本教室を
「２月１２日」
９：００よりインターネット受付を開始します。
募集／２０２３年２月１２日
（日）
〜定員になり次第締切
申込／ウェブ

のと海洋ふれあいセンター 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
九十九湾に訪れた春の気配を観察してみ のと海洋ふれあいセンター
TEL０７６８‐７４‐１９１９ FAX０７６８‐７４‐１９２０
ませんか。磯の生き物を 観 察 し て み ま （鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
E‐mail：nmci@notomarine.jp
しょう。
開始 １０：３０
HP：http : //notomarine.jp/
終了 １２：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（水）
〜定員になり次第締切
募集／２０２３年２月１日
申込／電話・FAX・E‐mail

対
定

鞍掛山山開き

主催者／石川県立白山青年の家
担当：荒川
９２０‐２１１３ 石川県白山市八幡町戌１４２番地
TEL０７６‐２７２‐３６９５ FAX０７６‐２７２‐３６９４
E‐mail：info@hakusanseinen.jp
HP：http : //www.hakusanseinen.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（木）
〜定員になり次第締切
募集／１２月１日
申込／電話

はっけん

参加費

無料
※昼食付き ８００円
象 一般、小学生は保護者同伴
員 ４０名

主催者／石川県立白山青年の家
担当：荒川
９２０‐２１１３ 石川県白山市八幡町戌１４２番地
TEL０７６‐２７２‐３６９５ FAX０７６‐２７２‐３６９４
E‐mail：info@hakusanseinen.jp
HP：http : //www.hakusanseinen.jp
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（木）
〜定員になり次第締切
募集／１２月１日
申込／電話

のと海洋ふれあいセンター 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
石川県の自然史（特に海の環境や動植物 のと海洋ふれあいセンター
TEL０７６８‐７４‐１９１９ FAX０７６８‐７４‐１９２０
E‐mail：nmci@notomarine.jp
等）に関する情報を共有し、話し合いを （鳳珠郡能登町字越坂３‐４７）
開始 １３：００
HP：http : //notomarine.jp/
します。
終了 １５：３０
問合せ＆申込先／主催者と同じ
（水）
〜定員になり次第締切
募集／２０２３年２月１日
申込／電話・FAX・E‐mail

滝ヶ原の「トンボの楽園」を整備します。希 鞍掛山第二駐車場
少生物を保全・生物多様性を維持していく （小松市滝ヶ原町）
ため、皆様のご協力をお待ちしております。
集合・開始 ９ ：００
１１：００
皆様の積極的ご参加をお待ちしておりま 解散

3月18日
（土）

主催者・問合せ・申込先

石川県の自然を知る

ヤドカリ学級「春の磯で生き物をさがそう」 能登の里山里海
3月5日
（日）

開催地
集合解散場所・時間

要

安全、健康、環境維持祈願の山開き！

鞍掛山

「鞍掛山」は年間延べ１万人近い登山客が頂 鞍掛山第一駐車場
上を目指しています。登山者の安全・健康 集合・開始 ８ ：３０
を祈願すると同時に山の環境維持を願い、
解散
１３：００
山開きと同時に皆さん、山へ登りましょう。
皆さん一緒に早春鞍掛山登山を楽しみま
しょう！
飲料物、お弁当はご持参ください。

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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（木）
〜２月１２日（日）
募集／２０２３年１月１２日
申込／電話・FAX・E‐mail
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/
（水）
〜３月１５日（水）
募集／２０２３年２月１日
申込／電話・FAX・E‐mail・ウェブ
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/
（水）
〜３月１５日（水）
募集／２０２３年２月１日
申込／電話・FAX・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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3
月

プログラム名・日程・参加費・対象・定員

概

要

わんぱく遊び塾『伝説の城跡を探し出せ!!』 チャレンジ！里山のアドベンチャー!!
3月19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 小学生の親子（８歳以上推奨）
定 員 ２０名

貝がらを調べてみよう
3月21日
（火・祝）
参加費

対
定

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。）
象 小学生以上（小中学生は保護者同伴）
員 １５名

早春の里山ガイドウォーク
3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 小学３年生以上
大人
定 員 １５名程度

春のウォーキング
3月26日
（日）
参加費
対
定

大人２００円
子ども無料
象 小学生以上
小中学生は保護者同伴
員 ２０名

能美の里山ガイドハイク 七ツ滝と瀧浪
3月26日
（日）
参加費

対
定

大人 １，
０００円
高校生以下 ５００円
幼児無料
象 ご興味のある方ならどなたでも
員 ２０名

春キャンプ（仮）

3月下旬に開催予定
参加費
対 象
定 員

3
月
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未定
未定
未定

開催地
集合解散場所・時間
加賀市日谷町
と周辺の里山

檜屋城跡

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。
加賀市三谷地区（詳細未定）
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
集合 ９ ：１５
開始 ９ ：３０
お弁当をご用意ください。
解散 １５：００
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。
海岸で貝がらを拾い、その種類を調べます。

石川県志賀町増穂浦海岸

夕日寺里山楽習塾

夕日寺健民自然園

主催者・問合せ・申込先
主催者／一般社団法人加賀みどりの楽校
９２２‐０６７１ 石川県加賀市大聖寺瀬越町２３の
１９４番地の１
問合せ＆申込先／かが緑の里自然教室
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
HP：https : //ameblo.jp/kaga-midorinosato/
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。
（月）
〜定員になり次第締切
募集／４月４日
申込／電話・E‐mail・ウェブ

主催者／つばくろ自然研究会
担当：内藤
TEL０９０‐２３７５‐２１７４
上下スキーウエア（雨具）、ダウン、ネックウォーマー、長
石川県志賀町増穂浦海岸
E‐mail：gogo-８９４０@asagaotv.ne.jp
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 （詳細は参加証に明記して 問合せ＆申込先／主催者と同じ
じるものです。暖かい飲み物をお持ちください。また、非 お知らせします）
（日・祝）〜３月１４日（火）
募集／２０２３年１月１日
常に日差しが強いので、日焼け止め、サングラスがある 受付 ９ ：３０〜１０：００
申込／電話・E‐mail
と安心です。貝がらを持って帰る容器は複数ご用意され
開始 １０：００
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 終了 １２：３０
場合は前日に中止を決定しますので、ご了承ください。

長かった冬も過ぎ、ようやく自然園に春 夕日寺健民自然園
が訪れる頃になりました。早咲きの草花 開始 １０：００
や「春植物」たちを訪ねてみましょう。 終了 １２：００
応募者多数の場合は抽選を行います。定
員に達しない場合は、募集を継続します。
春の到来を五感を通して実感します。

園内遊歩道

里山の四季を体感しよう

能美市長滝町
その周辺緑地

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：https : //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：https : //www.yuhidera.jp/
（水）
〜２月２５日（土）
募集／２０２３年１月２５日
申込／電話・FAX・E‐mail

主催者／石川県森林公園
担当：野村
９２９‐０３２３ 石川県河北郡津幡町字津幡エ１４
TEL０７６‐２８８‐６４４９ FAX０７６‐２８８‐６４７９
アップダウンのあるコースを歩きます。 旧森林公園事務所
E‐mail：kouen̲info@shinrinpark-ishikawa.jp
また、ぬかるみ、滑りやすい箇所等ござ （河北郡津幡町鳥越ハ２‐２）
HP：http : //www.shinrinpark-ishikawa.jp/
いますので、長靴やトレッキングシュー 集合 ９ ：３０〜１０：００
問合せ＆申込先／主催者と同じ
開始 １０：００
ズをご用意ください。
お申込み方法について詳しくはホームページを
解散 １２：００
ご覧ください。
募集／２０２３年２月２６日
（日）
〜３月１２日（日）
申込／ウェブ

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
車場
受付 ８ ：４０
開始 ９ ：００
解散 １２：００

今の時代にはあまり機会がない、自然と 未定
触れ合える環境の中で、普段味わうこと
のできないワクワクするような体験を初 未定
めて出会う仲間と一緒に体験することに
より、仲間への思いやりを育みます。
詳細が決まり次第、ホームページで発表
致します。

担当：大口
七ツ滝と 主催者／能美の里山ファン倶楽部
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
七ツ滝駐
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
主催者／学生ノートック
問合せ＆申込先／E‐mail：gakusei@no-tokku.org
HP：https : //www.no-tokku.org
申込／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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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。

