
 

未来へつなぐ「国連生物多様性の 10年」せいかリレー 

に対する事前登録について 

 

 2011年から 2020年までの 10年間は、国連の定めた「国連生物多様性の 10年」

です。国連生物多様性の 10年日本委員会（UNDB-J）は、この 10年間の取組を踏

まえて、2021 年以降にもつなげていくことを目的に、日本全国を対象としたリ

レーイベントへの参加を呼びかけます。この度、おおよそのイベント数等の全体

像把握のため、関係者の皆さまに事前登録をお願いするものです。 

 

■目的 

 愛知目標の最終年である 2020 年に、この 10 年間における日本国内での生物

多様性の保全と持続可能な利用に関する取組・成果・課題等を広く共有・発信す

ることを通じて、更なる行動の広がりにつなげていく。 

 

■実施期間 

 2020年 1月～11月 

 

■参加要件 

１. UNDB-Jの「主催」､「共催」､「後援」のいずれかに該当すること。 

２. 生物多様性の保全及び持続可能な利用の普及・啓発に関するイベントであ

ること。 

  ※主催者以外の個人、団体等の参加を受け付けるものを対象とします。 

３. イベントにおいて以下の取組を実施すること。 

 （１）これまでの取組の振り返り及び課題の発表 

 （２）これまでの取組による成果の発表 

 （３）これまでの取組により学んだことの発表 

 （４）今後対処していくべき課題の発表 

 （５）引き続き取組を進めていく決意 

  ※（１）～（４）はいずれかを実施することで可とします。 

  ※（５）はすべてのイベントで実施してください。 

４. イベントにおいて「MY行動宣言」を実施すること。 

※要件を満たしていれば、小さいイベントでも参加可能です。 

※UNDB-Jの後援要件については、別添参考資料を参照ください。 

 

■応募期限 

 別添の様式を用いて、2019年３月末までに下記申込先へご提出ください。 

※正式な参加申込は 2019年夏頃を予定しております。 

 

■申込先・問合せ先 

 環境省 自然環境局 自然環境計画課 生物多様性主流化室 西田・舟田 

 TEL：03-5521-8150 E-mail：SHIZEN-SUISHIN@env.go.jp 

資料６－１ 



日 時 開催場所 イベント名 主催者名 一般参加
（可・不可）

申し込み 参加費 連絡先

1 開催中
～5月6日(月)

10:00～19:00 広島県福山市霞町1丁目10-1
まなびの館ローズコム
1階エントランスホール

「スイゲンゼニタナゴ」水槽・パネル展示 芦田川水系スイゲンゼニタナ
ゴ
地域保全協議会
（事務局：福山市環境保全
課）

可 事務局：福山市環境保全課
ＴＥＬ：084-928-1072
e-mail：kankyou-
hozen@city.fukuyama.hiroshima.jp

2 4月20日(土)
～6月16日(日)
※月曜日は休館日

9：00～19：00 三重県津市一身田上津部田3060
三重県総合博物館「MieMu」

企画展「ボタニカル・デザイン」
～植物のかたち、その観察～
※企画展の他に、ミニ植物園も開園

三重県総合博物館「MieMu」 可 ※事前申し込み不要 参加費
一般800円
学生480円
高校生以下
子ども無料

TEL：059-228-2283
FAX:：059-229-8310
e-mail：MieMu@pref.mie.lg.jp

3 4月26日(金)
～5月26日(日)

長野県松本市蟻ケ崎2-4-40
中央図書館

生物多様性企画展 松本市環境部環境保全課 可 無料 TEL：0263-34-3267
e-mail：kankyo-k@city.matsumoto.lg.jp

4 4月27日(土)～
5月6日(月・祝)

鹿児島県鹿児島市
観光農業公園（グリーンファーム）

グリーンファーム「こどもまつり」 鹿児島市
グリーンファーム

可 ※事前申込必要のプログラムあり 実費相当額 TEL：099-345-3337

5 5月1日（水） 9：00～
（約5時間）

天狗山（現地まで送迎）～二度上駅
コース往復

旧草軽鉄道
二度上駅散策

自然公園財団草津支部（天
狗山ネイチャーセンター）

可 先着8名
（約5時間）
集合場所：草津天狗山ネイチャーセンター

2000円 TEL：0279-88-4972
FAX：0279-88-6037
e-mail：m-yuda@bes.or.jp
https://www.bes.or.jp/kusatsu/blog/89
61/

6 5月1日（水）
～6日（月）

11:00～
50名体験終了まで

千歳市支笏湖温泉番外地
支笏湖ビジターセンター内ラウンジ

ＧＷ特別自然ふれあい行事「落(らく)描(がき)
ネイチャープレートで簡単！野鳥お絵かき体
験」

支笏湖ビジターセンター運営
協議会・自然公園財団支笏
湖支部

可 事前予約なし
各日先着５０名

無料 ℡0123-25-2453
自然公園財団支笏湖支部（支笏湖ビジ
ターセンター内）

7 5月1日～6月30日の
毎週日曜、祝日・
休日

午前の部11:00～12:00
午後の部13:15～14:15

福井県自然保護センター　自然観察
の森

四季の自然観察シリーズ 福井県自然保護センター 可 申込不要 無料 TEL：0779-67-1655
FAX:0779-67-1656
e-mail：sizen-ci@pref.fukui.lg.jp

8 5月2日(木) 時間未定 広島県広島市
安佐動物公園

ダルマガエルの目覚め観察会 広島市安佐動物公園 可 無料 TEL:082-838-1111
e-mail:zoo@asazoo.jp

9 5月3日(金) 13：30～16：00 名古屋市東山動植物園
植物会館　研修室

身近な自然を見つめよう（初夏編） 名古屋市東山総合公園 可 ※事前申込制
締切は4月20日（土）

無料 TEL：052-782-2111

10 5月4日(土) 13：30～15：30 名古屋市東山動植物園
植物会館　研修室

生花でつくる「お母さんありがとう！」 名古屋市東山総合公園 可 ※事前申込制
締切は4月20日（土）

2000円 TEL：052-782-2111

11 5月4日(土) 10:30～12:30 千葉県流山市
流山おおたかの森駅南口広場及び市
野谷の森

親子でケビン・ショートさんとおおたかの森探
検ツアー

流山市 可 ※事前申込制
申込受付は4月22日（月）～
先着親子50名

無料 流山市環境政策課
04-7150-6083

12 5月5日(日) 10：30～12：00 千葉市若葉区大草町
大草谷津田いきものの里

大草谷津田いきものの里自然観察会　鳥の
さえずり聞こえるかな？

千葉市 可 事前申込不要、先着30名 無料 TEL：043-245-5195
e-mail：kankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jp

13 5月5日(日) 10：00～12：00 神奈川県川崎市多摩区
生田緑地

生田緑地観察会（植物） かわさき宙と緑の科学館 可 当日受付 無料 TEL：044-922-4731

14 5月5日(日) 10：00～12：00 三重県伊賀市下友生1番地
三重県上野森林公園
（ビジターコテージ研修室集合）

春の昆虫観察会 三重県上野森林公園 可 ※事前申し込み制
参加申し込みの受付は、4月10日から受付開
始、定員25人になり次第受付終了。

無料 TEL：0595-22-2150
FAX：0595-22-2151
e-mail：ueno@mie-mori.jp

15 5月5日(日) 15：30～16：00 名古屋市東山動植物園
世界のメダカ館２階メダカホール

～知って・学んで・楽しんで～は虫類とともだ
ちになろう

名古屋市東山動物園 可 当日現地募集 TEL：052-782-1111

国際生物多様性の日（5月22日）周辺開催イベント情報　記者発表資料　計１８３件についてせいかリレー協力を依頼中



16 5月6日（月・祝） 9：30～16：00 長崎県雲仙市小浜町雲仙
雲仙お山の情報館
ルート；普賢岳新登山道

普賢岳新ルートヒカゲツツジ登山会 雲仙お山の情報館・自然公
園財団雲仙支部

可 電話事前予約4月22日（月）9時〜
定員15名（先着順）

大人1320円
子供660円

TEL：0957-73-3636

17 5月6日（月） 9:00～
（約5時間）

天狗山（現地まで送迎）～栗平から二
度上方面散策

旧草軽鉄道
栗平～二度上方面散策

自然公園財団草津支部（天
狗山ネイチャーセンター）

可 先着8名
（健脚向け約5時間）
集合場所：草津天狗山ネイチャーセンター

2000円 TEL：0279-88-4972
FAX：0279-88-6037
e-mail：m-yuda@bes.or.jp
https://www.bes.or.jp/kusatsu/blog/89
61/

18 5月6日(月） 10：00～11：30 福井県三方上中郡若狭町世久見18-2
福井県海浜自然センター

プランクトンの世界をのぞいてみよう 福井県海浜自然センター 可 ※事前申込制
締切は定員に達するまで

参加料金制
100円

TEL：0770-46-1101
e-mail：kaihin-c@pref.fukui.lg.jp

19 5月6日(月・祝） 9:30～14:00 福井県三方上中郡若狭町気山
福井ふるさと学びの森（若狭）

春の里山を感じよう！ 福井県里山里海湖研究所 可 ※事前申込制
締切は5月4日（土）

参加料金制
保険料50円、別途
材料費

TEL：0770-45-3580
e-mail：satoyama@pref.fukui.lg.jp

20 5月6日(月) 10：00～12：00 名古屋市東山動植物園
植物会館　研修室

春の野生蘭を楽しむ 名古屋市東山総合公園 可 ※事前申込制
締切は4月20日（土）

無料 TEL：052-782-2111

21 5月10日(金)
～5月23日(木)
※月曜日は休館日

9：00～19：00
※最終日（23日）は
16:00終了

三重県津市一身田上津部田3060
三重県総合博物館「MieMu」

野生生物保護啓発ポスターコンクール入賞
作品展示会

三重県農林水産部
みどり共生推進課

可 ※事前申し込み不要 無料 TEL：059-224-2578
FAX：059-224-2070
e-mail：midori@pref.mie.lg.jp

22 5月11日（土） 14：00～15：30 宮崎県えびの市末永1495-5
えびのエコミュージアムセンター

霧島ジオパーク専門員石川徹講演会
「霧島山　火山の恵み、その楽しみ方」

自然公園財団えびの支部 可 事前申込制 無料
別途駐車場利用料
普通乗用車500円

ＴＥＬ：0984-33-3002

23 5月11日(土) 9：00～12：00 福岡市中央区
大濠公園

平成31年度愛鳥週間探鳥会 福岡県環境部自然環境課
日本野鳥の会福岡支部

可 当日参加ＯＫ
筆記用具、観察用具（図鑑、双眼鏡）、水筒等は
各自持参

参加費
100円

TEL：092-643-3368

24 5月11日(土) 9：30～12：00 三重県三重郡菰野町千草7181-3
三重県民の森（ふれあいの館集合）

5月の自然観察会 三重県民の森 可 ※事前申し込み不要 無料 TEL：059-394-2350
FAX：059-394-2440
e-mail：info@mie-mori.jp

25 5月11日(土) 鹿児島県鹿児島市
平川動物公園

動物の記念日にちなんだイベント
世界ビントロングデー

鹿児島市平川動物公園 可 入園料（大人：500
円、小人：100円）

TEL：099-261-2326

26 5月11日(土)
※雨天決行

14時～16時 鹿児島県鹿児島市
都市農業センター

外来生物駆除大作戦！
～オオキンケイギク駆除体験～

かごしま環境未来館 可 無料

対象:小学生以上
20人(小学生は保
護者同伴

TEL：099-806-6666

27 5月11日(土) 午前・午後
（詳細時間は未定）
詳しくはＨＰで

ひろしま遊学の森広島市森林公園こ
んちゅう館

ふれあい体験「虫タッチ！」 広島市森林公園こんちゅう館 可 当日受付 無料 TEL：082-899-8964
e-mail:hirokon@midoriikimono.jp

28 5月11日(土)～
5月12日(日)
5月25日(土)～
5月26日(日)

7：00～17：00 三重県尾鷲市内の山々
（三重県立熊野古道センタ-交流棟集
合）

第1回「尾鷲トレイルを歩く～海と山が織りな
す絶景トレッキング～」
第2回 「尾鷲トレイルを歩く～海と山が織りな
す絶景トレッキング～」

三重県立熊野古道センター 可 ※事前申し込み制
締切は4月16日（金）
定員25人（応募多数の場合は抽選）
（定員20人に満たない場合は中止）

参加費
19,800円
※1泊2食付

※熊野市観光公社【募集窓口】
TEL：0597-89-2229
FAX：0597-89-3300

29 5月11日(土)、
7月20日(土)、
10月26日(土)
※全３回

1日目のみ
19:00～21:00
2日目以降
10:00～11:30

鹿児島県鹿児島市
かごしま健康の森公園
管理事務所　会議室・自然観察園

第７回　ホタル&カブトムシ飼育体験教室 かごしま健康の森公園 可 無料 TEL：099-238-4650

30 5月12日（日） 10：00～14：00 長崎県雲仙市小浜町雲仙
雲仙お山の情報館
ルート；小地獄-宝原線

ミヤマキリシマトレッキング 雲仙お山の情報館・自然公
園財団雲仙支部

可 電話事前予約4月28日（日）9時〜
定員15名（先着順）

大人500円
子供300円

TEL：0957-73-3636

31 5月12日（日） 9:00～
（約5時間）

石尊山周辺
※当日の状況により、万代鉱源泉に
立ち寄ることもあります。

石尊山
シャクナゲ群落めぐり

自然公園財団草津支部（天
狗山ネイチャーセンター）

可 15名
集合場所：草津運動茶屋公園道の駅駐車場（※
必ずベルツ記念館側にご駐車ください）

1500円 TEL：0279-88-4972
FAX：0279-88-6037
e-mail：m-yuda@bes.or.jp
https://www.bes.or.jp/kusatsu/blog/89
61/



32 5月12日（日） 9：45～12：00 千歳市支笏湖温泉番外地
支笏湖ビジターセンター周辺園地

自然ふれあい行事「園地の鳥さがしウォーク」 支笏湖ビジターセンター運営
協議会・自然公園財団支笏
湖支部

可 対象・定員：各日小学生以上10名（申し込み順）
申込開始日は4月26日

無料 ℡0123-25-2453
自然公園財団支笏湖支部（支笏湖ビジ
ターセンター内）

33 5月12日(日) 10：00～12：00 神奈川県川崎市多摩区
生田緑地

生田緑地観察会（里山の自然） かわさき宙と緑の科学館 可 当日受付 無料 TEL：044-922-4731

34 5月12日(日) 9：00～12：00 ①和白海岸（福岡市東区）
②高良山（久留米市）
③清水山（みやま市）
④山田緑地（北九州市小倉北区）
⑤笠城ダム公園（飯塚市庄司）

平成31年度愛鳥週間探鳥会 福岡県環境部自然環境課
日本野鳥の会各支部

可 当日参加ＯＫ
筆記用具、観察用具（図鑑、双眼鏡）、水筒等は
各自持参

参加費
100円

TEL：092-643-3368

35 5月12日(日) 14:00～15:30 きしわだ自然資料館1階多目的ホール きしわだ自然友の会総会記念講演会「カマキ
リの研究をしていたはずがいつのまにか琥珀
の昆虫化石の道へ」

きしわだ自然資料館
きしわだ自然友の会

可 当日先着順 無料 岸和田市きしわだ自然資料館
TEL：072-423-8100
e-mail：sizen@city.kishiwada.osaka.jp

36 5月12日(日) 9:00～12:00 福岡県久留米市山川町
王子池～高良山

バードウィーク探鳥会 日本野鳥の会筑後支部
福岡県北筑後保健環境福祉
事務所
久留米市

可 事前申し込み無し 参加費100円（中学
生以下無料）

久留米市環境部環境保全課
TEL:0942-30-9043
FAX：0942-30-9715
e-mail：kanhozen@city.kurume.fukuoka.jp

37 5月12日(日) 15：30～16：00 名古屋市東山動植物園
世界のメダカ館２階メダカホール

～知って・学んで・楽しんで～は虫類とともだ
ちになろう

名古屋市東山動物園 可 当日現地募集 TEL:052-782-1111

38 5月12日(日)
※雨天時は5月19日
(日)に延期

10時～12時 鹿児島県鹿児島市
甲突川（草牟田橋の下、環境未来館
側）

甲突川のいきものウォッチング かごしま環境未来館 可 無料

対象：40人(小学生
以下は保護者同
伴)

TEL：099-806-6666

39 5月12日・19日、6
月9日(いずれも日
曜日)

12時30分出港
（運航時間：約2時間15
分）

鹿児島県鹿児島市
鹿児島港

錦江湾魅力再発見クルーズ 鹿児島市船舶局営業課 可 乗船料　大人：
1,000円、小児：500
円

TEL：099-293-4785

40 ５月14日(火)
～６月23日(日)

9:00～16:30
（月曜日休園）

静岡市立日本平動物園
（静岡市駿河区池田1767-6）

南アルプスのkawaii生きもの写真展 静岡市 可 入園料
一般610円 / 小中学生150円 / 未就学児無料

TEL：054-221-1357
e-mail：
kankyousouzou@city.shizuoka.lg.jp

41 5月14日(火)
～６月28日(金)

横浜市中央図書館、横浜市庁舎など 知ろう！伝えよう！生きもののつながりキャン
ペーン2019

横浜市環境創造局、横浜市
中央図書館

可 無料 TEL：045-671-2478
e-mail：ks-tayou@city.yokohama.jp

42 5月15日(水) 07:20-09:00 東京都中央区銀座2-10-6
中越パルプ工業㈱東京本社

第47回朝活「半径３ｍから始めるSDGｓ」 オルタナS編集部
中越パルプ工業㈱

可

43 5月17日(金) 12時20分～12時50分 鹿児島県鹿児島市
鹿児島市役所みなと大通り別館1階
市民アートギャラリー

ランチタイムコンサート 鹿児島市文化振興課 可 無料 TEL：099-216-1501

44 5月18日(土) 8：00～18：00 茨城県石岡市　他 JA全農親子農業体験ツアー 株式会社農協観光 可 ※事前申込制（募集締切　要確認）
農作業体験。生きもの調査バスツアー（上野駅
発着）
収穫体験（9/21）とセットでの申し込み

大人12,000円、子
供10,000円（定植、
収穫の2回）

農協観光　首都圏支店
TEL：03-6665-0002

45 5月18日(土) 10:00～
（約5時間）

殺生河原～小殺生～武具脱の池から
殺生河原

殺生河原
シャクナゲ群落めぐり

自然公園財団草津支部（天
狗山ネイチャーセンター）

可 15名
集合場所：青葉山駐車場

1500円 TEL：0279-88-4972
FAX：0279-88-6037
e-mail：m-yuda@bes.or.jp
https://www.bes.or.jp/kusatsu/blog/89
61/

46 5月18日(土) 9:00～15:00 箱根町仙石原 本格登山に挑戦～みんなで登る金時山～ （一財）自然公園財団箱根支
部

可 申し込み制
※応募者多数の場合は抽選

参加費100円（保険
代）

箱根ビジターセンター
TEL:0460-84-9981

47 5月18日(土)
～6月29日(土)の
毎週土曜

午前の部11:00～12:00
午後の部13:15～14:15

福井県勝山市平泉寺町池ヶ原湿原 池ヶ原湿原ガイド 福井県自然保護センター 可 申込不要 無料 TEL：0779-67-1655
FAX:0779-67-1656
e-mail：sizen-ci@pref.fukui.lg.jp

48 5月18日(土) 13：30～14：30 石川県能美市徳山町600番地
いしかわ動物園

ビオトープ生き物観察会 いしかわ動物園 可 申込不要 TEL:0761-51-8500

TEL:052-782-1111


49 5月18日(土) 9:00～16:30 石川県七尾市能登島曲町 15部40
のとじま水族館

生物多様性クイズラリー のとじま水族館 可 申込不要 TEL:0767-84-1271

50 5月18日（土）
5月19日（日）

13:30～15:30 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

・ヤドカリ学級　磯でアメフラシをつかまえよ
う！（土曜日）
・ヤドカリ学級　土器で塩を作ろう！（日曜日）

のとじま水族館海洋ふれあい
センター

可 ※事前申込制
締切は定員に達するまで

TEL：0768-74-1919
FAX：0768-74-1920

51 5月18日(土) 13：30～　※30分のテーマ
トーク終了後、質疑応答
の時間あり

千葉県我孫子市高野山234番地3号
我孫子市鳥の博物館2階多目的ホー
ル

テーマトーク(講演会）
「日本に渡って来るハマシギの亜種はど
れ？」
講師：茂田良光(山階鳥類研究所客員研究
員）

我孫子市鳥の博物館
公益財団法人山階鳥類研究
所

可 当日先着50名 無料（要入館料） TEL：04-7185-2212

52 5月18日(土) 19時～21時 鹿児島県鹿児島市
かごしま健康の森公園
ファミリー広場及び自然観察公園

ホタルを見る夕べ かごしま健康の森公園 可 無料 TEL：099-238-4650

53 5月18日(土) 9:00～11:30 愛知県刈谷市西境町
発杭川中流域

オオキンケイギク駆除活動 刈谷市環境支援員の会 可 ※事前申込制
締切は5月13日（月）
雨天中止

無料 刈谷市環境推進課
TEL　０５６６－６２－１０１７
FAX　０５６６－２４－３４８１
E-mail　kankyo@city.kariya.lg.jp

54 5月18日(土) 9:30～12:30 神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-13
川崎市環境総合研究所

平成31年度第１回多摩川河口干潟の生きも
の観察会

川崎市環境総合研究所 可 ※事前申込制
締切は5月7日（火）

無料 TEL：044-276-9001
e-mail：30sojig@city.kawasaki．Jp

55 5月18日(土) 9:30～12:00 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-9
名城大学　ナゴヤドーム前キャンパス
南館３階 DS304講義室

なごや生きもの報告会&講演会 なごや生物多様性保全活動
協議会（事務局：名古屋市環
境局なごや生物多様性セン
ター内）

可 当日先着150名　※申込み不要 無料 事務局：名古屋市環境局なごや生物多
様性センター内　Tel: 052-700-7792
FAX: 052-839-1695　E-mail:
bdnagoya@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

56 5月18日(土) 10：00～11：30 名古屋市東山動植物園
植物会館　研修室

親子で香育！
植物の香りで虫よけスプレー作り

名古屋市東山総合公園 可 ※事前申込制
締切は4月20日（土）

300円 TEL：052-782-2111

57 5月18日(土) 10:00～11:30 名古屋市北区名城
名城公園（北園）花の山

花植え&ピクニックin名城公園花の山 名古屋市 可 ※事前申込制
締切は5月7日（火）

花植えイベントは
参加無料。その他
一部有料。

名城公園フラワープラザ
ＴＥＬ：052－913-0087

58 5月18日(土) 7:30～8:30 栃木県小山市大字下生井
渡良瀬遊水地第２調節池環境学習
フィールド３

第２５回ヤナギ・セイタカアワダチソウ除去作
戦

小山市　他 可 ※事前申込不要（当日会場にて受付）
※受付開始AM７：００～

無料 小山市渡良瀬遊水地ラムサール推進課
ＴＥＬ：０２８５－２２－９３５４
e-mail：
d-ramsar@city.oyama.tochigi.jp

59 5月18日(土) 9:30～12:00 名古屋市瑞穂区豊岡通3丁目29-3
豊岡コミュニティーセンター（集合場
所）

山崎川オオキンケイギク抜き取り会 なごや生物多様性保全活動
協議会（事務局：名古屋市環
境局なごや生物多様性セン
ター内）

可 ※事前申込制
締切は5月7日（火）

50人程度、参加費
無料

事務局：名古屋市環境局なごや生物多
様性センター内　Tel: 052-700-7792
FAX: 052-839-1695　E-mail:
bdnagoya@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

60 5月18日(土) 8：30～16：30 岐阜県多治見市
名古屋市愛岐処分場

愛岐の里山たいけん隊 「なごや環境大学」実行委員
会

可 ※事前申込制
締切は4月22日（月）

参加料金制
1500円（バス代・保
険料）＋振込手数
料

TEL：052-223-1223
e-mail：jimu@n-kd.jp

61 5月18日(土) 午前・午後
（詳細時間は未定）
詳しくはＨＰで

ひろしま遊学の森広島市森林公園こ
んちゅう館

ふれあい体験「虫タッチ！」 広島市森林公園こんちゅう館 可 当日受付 無料 TEL：082-899-8964
e-mail:hirokon@midoriikimono.jp

62 5月18日(土)
～19日(日)

10:00～16:00 札幌市円山動物園
（札幌市中央区宮ヶ丘3番地1）

第13回アースデイin円山動物園 アースデイin 円山動物園実
行委員会

可 無料（別途動物園
の入園料が必要）

TEL:011-211-2879
e-mail：biodiversity@city.sapporo.jp

63 5月19日（日） 10：00～14：00 栃木県日光市
中禅寺湖北岸コース

花の回廊 中禅寺湖北岸
奥日光の春を告げる花々を探す旅

日光湯元ビジターセンター 可 ※事前申込制
定員に達し次第受付終了

参加料金制
2,000円

自然公園財団日光支部
TEL：0288-62-2461
FAX：0288-62-2378

64 5月19日(日) 10：30～12：00 千葉市若葉区大草町
大草谷津田いきものの里

大草谷津田いきものの里自然観察会　トンボ
博士になれるかな？

千葉市 可 事前申込不要、先着30名 無料 TEL：043-245-5195
e-mail：kankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jp

65 5月19日(日) 10：00～12：00 神奈川県川崎市多摩区
生田緑地

生田緑地観察会（まるごと） かわさき宙と緑の科学館 可 当日受付 無料 TEL：044-922-4731

66 5月19日(日) 10:00～11:00（仮） 久留米市宮ノ陣クリーンセンター くるめ環境講座（生物多様性） 久留米市 可 事前申し込み無し 無料

67 5月19日(日) 10：00～12：00 三重県志摩市志摩町 麦崎海岸
（片田漁港集合）

海女さんの磯で 海の生き物観察会 三重県志摩市
横山ビジターセンター

可 ※事前申し込み制
参加申し込みの受付は、開催日の1ヶ月前か
ら、定員20人になり次第受付終了。

参加費
大人200円
小人100円

TEL：0599-44-0567
FAX：0599-46-0701

68 5月19日(日) 9:00～11:00 石川県河北郡津幡町字津幡エ-14
石川県森林公園

野鳥観察会 石川県森林公園 可 ※事前申込制
4月21日（日）～5月5日（日）まで

TEL:076-288-6449

69 5月19日(日) 鹿児島県鹿児島市
都市農村交流センターお茶の里

都市農村交流センターお茶の里「新茶まつ
り」

鹿児島市グリーンツーリズム
推進課

可 無料 TEL：099-216-1371

TEL:0767-84-1271
TEL:076-288-6449


70 5月19日(日) 10:00～12:00 名古屋市名東区
猪高緑地　井堀の棚田

環境デーなごや2019「身近な自然体験会」
名東区で田植え体験！

「環境デーなごや」実行委員
会
名東自然倶楽部　田んぼグ
ループ

可 ※事前申込制
締切は5月14日（火）
名古屋市内の小中学生とその保護者のみ参加
可

無料 TEL:052-972-2684
e-mail:a2661-
01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

71 5月19日(日) 15：30～16：00 名古屋市東山動植物園
世界のメダカ館２階メダカホール

～知って・学んで・楽しんで～は虫類とともだ
ちになろう

名古屋市東山動物園 可 当日現地募集 TEL:052-782-1111

72 5月19日(日) 9:15～12:15 堺市役所・御池公園 ～外来生物バスター～「外来魚を釣ろう！」 堺いきもの情報館
（堺市環境共生課）

可 ※事前申込制
締切は5月10日(金）

無料 TEL:072-228-7440
E-mail:kankyo@city.sakai.lg.jp

73 5月20日（月） 9:00～
（約5時間）

天狗山（散策開始地点まで送迎）～平
兵衛池～大平湿原～天狗山ネイ
チャーセンター

大平湿原
ミズバショウ散策

自然公園財団草津支部（天
狗山ネイチャーセンター）

可 15名
集合場所：草津天狗山ネイチャーセンター

2000円 TEL：0279-88-4972
FAX：0279-88-6037
e-mail：m-yuda@bes.or.jp
https://www.bes.or.jp/kusatsu/blog/89
61/

74 5月20日(月)
～5月24日(金)

 10：00 ～ 17：00
 （20日は12:00から、24日
は13:00まで）

農林水産省北別館１階「消費者の部
屋」

【特別展示】いきものを大切に！～パートナー
シップでつながる生物多様性保全の取組～

農林水産省大臣官房政策課
環境政策室

可 無料 農林水産省大臣官房政策課環境政策
室
TEL：03-6744-2017
http://www.maff.go.jp/j/heya/tenzi/ind
ex.html

75 5/21(火)～
6/21(金)
月：休館、5/23：
休館

火～金：9:00～21:00
土日祝：9:00～17:00富山県魚津市本江1940
魚津市立図書館

生物多様性ブックフェア 魚津市
（環境安全課・図書館）

可 無料 TEL：0765-23-1004
e-mail：kankyoanzen@city.uozu.lg.jp

76 5月22日(水) 13：00～16：00（予定） 経団連会館 経団連自然保護協議会2019年度シンポジウ
ム

経団連自然保護協議会・公
益信託経団連自然保護基金

不可 経団連自然保護協議会事務局
TEL：03-6741-0991
e-mail：kncf@keidanren.or.jp

77 5月22日(水)
～28日(火)

10：00～17：00 福岡市役所１階ロビー 生きものと私たちのくらし展 福岡市環境局環境調整課 可 TEL：092-733-5389
e-mail：k-chosei.EB@city.fukuoka.lg.jp

78 5月25日（土） 10：00～12：00 宮崎県えびの市末永1495-5
えびのエコミュージアムセンター

ミヤマキリシマ撮影トレッキング 自然公園財団えびの支部 可 事前申込制 無料
別途駐車場利用料
普通乗用車500円

ＴＥＬ：0984-33-3002

79 5月25日（土） ９：００～１２：００頃 伯耆町　桝水高原 桝水高原・アサギマダラ観察会 一般財団法人　自然公園財
団　鳥取支部　大山事業地

可 ※事前申込制
集合場所： 桝水高原天空リフト駐車場

参加費：１５００円
※天空リフト料別
途　片道５００円

TEL:０８５９-５２-２１６５  FAX:０８５９-５
２-２３７０

80 5月25日（土） 9：45～12：00 千歳市支笏湖温泉番外地
支笏湖ビジターセンター周辺園地

自然ふれあい行事「園地の鳥さがしウォーク」 支笏湖ビジターセンター運営
協議会・自然公園財団支笏
湖支部

可 対象・定員：各日小学生以上10名（申し込み順）
申込開始日は4月26日

無料 ℡0123-25-2453
自然公園財団支笏湖支部（支笏湖ビジ
ターセンター内）

81 5月25日(土) 10:00～11:30 金沢市夕日寺町ハ116
夕日寺県民自然園

夕日寺里山ガイド養成講座「夏のバードウ
オッチング」

夕日寺県民自然園 可 ※事前申込制
5月24日（土）まで

無料 TEL/FAX：076-251-7554

82 5月25日(土) 10:00～14:00 福井県池田町志津原 里山観察ウォーク　「新緑の池田・志津原渓
谷を歩こう」

福井県自然保護センター 可 ※事前申込制
申込開始　4月25日（木）
　　　締切　5月22日（水）

保険料50円 TEL：0779-67-1655
FAX:0779-67-1656
e-mail：sizen-ci@pref.fukui.lg.jp

83 5月25日（土） 13:00～16:00 福井県三方上中郡若狭町鳥浜
福井県里山里海湖研究所三方五湖自
然観察棟、縄文ロマンパーク

ネイチャーフォト講座 福井県里山里海湖研究所 可 ※事前申込制
締切は5月23日（木）

参加料金制
保険料50円

TEL：0770-45-3580
e-mail：satoyama@pref.fukui.lg.jp

84 5月25日（土） 10:00-12:00 宮城県仙台市
東北大学災害科学国際研究所1F多目
的ホール（青葉山新キャンパス内）

公開講演会「震災から8年，沿岸部の植物相
はどう変わったか？」

公益社団法人日本植物園協
会、東北大学植物園

可 ※予約不要（定員150名） 無料 TEL：03-5685-1431

85 5月25日(土) 9：00～10：30 愛知県稲沢市祖父江町
サリオパーク祖父江

稲沢市自然観察会 稲沢市環境保全課 可 ※事前申込制（先着順）
5月9日（木）午前9時から電話受付開始
対象：市内の小学生と保護者　15組程度

無料 TEL：0587-36-3710
e-mail：kankyo-
hozen@city.inazawa.aichi.jp

86 5月25日(土) 10時～12時 鹿児島県鹿児島市
少年自然の家（寺山学習農園）

親子で育てようサツマイモⅠ 鹿児島市少年自然の家 可 １家族400円

対象：幼児・小学
生・中学生・高校生
を含む各40家族

TEL：099-244-0333

87 5月25日(土) 10:00～ 大阪府岬町 みさき「いきもの」ふれ愛ハイク 南海電気鉄道株式会社
大阪府
岬町
岬町多奈川地区整備推進協
議会

可 参加無料
申し込み不要

TEL：06-6210-9557

88 5月25日(土) 10：00～12：00 名古屋市東山動植物園　植物会館
研修室

苔玉づくりと、ミニ寄せ植え飾り 名古屋市東山総合公園 可 ※事前申込制
締切は4月20日（土）

2500円 TEL：052-782-2111

89 5月25日(土) 午前・午後
（詳細時間は未定）
詳しくはＨＰで

ひろしま遊学の森広島市森林公園こ
んちゅう館

ふれあい体験「虫タッチ！」 広島市森林公園こんちゅう館 可 当日受付 無料 TEL：082-899-8964
e-mail:hirokon@midoriikimono.jp

TEL:052-782-1111
TEL:072-228-7440%0aE-mail:kankyo@city.sakai.lg.jp
TEL:072-228-7440%0aE-mail:kankyo@city.sakai.lg.jp


90 5月26日（日） 9：30～15：00 栃木県日光市
裏見の滝

現代版奥の細道　裏見の滝 日光湯元ビジターセンター 可 ※事前申込制
定員に達し次第受付終了

参加料金制
2,000円

自然公園財団日光支部
TEL：0288-62-2461
FAX：0288-62-2378

91 5月26日(日） 9：30～11：30
13：30～15：30

福井県三方上中郡若狭町世久見18-2
福井県海浜自然センター

初夏の磯で生きものを探してみよう 福井県海浜自然センター 可 ※事前申込制
締切は定員に達するまで

参加料金制
100円

TEL：0770-46-1101
e-mail：kaihin-c@pref.fukui.lg.jp

92 5月26日（日） 8:30～13:30 福井県あわら市並松
福井ふるさと学びの森（あわら）

初夏の森散策と地引網体験 福井県里山里海湖研究所 可 ※事前申込制
締切は5月24日（金）

参加料金制
保険料50円、別途
材料費

TEL：0770-45-3580
e-mail：satoyama@pref.fukui.lg.jp

93 5月26日(日) 9：00～12：00 福岡県福津市
久末ダム

平成31年度愛鳥週間探鳥会 福岡県環境部自然環境課
日本野鳥の会福岡支部

可 当日参加ＯＫ
筆記用具、観察用具（図鑑、双眼鏡）、水筒等は
各自持参

参加費
100円

TEL：092-643-3368

94 5月26日(日) 13：30～15：00 久留米市
宮ノ陣クリーンセンター　環境交流プラ
ザ
大会議室～宮ノ陣学びのビオトープ

宮ノ陣学びのビオトープ「ホタルを育てる大作
戦！」

くるめハイトラスト株式会社 可 ・事前申込制、先着順
　受付期間：5月8日（水）午前9時～5月14日
（火）

無料 くるめハイトラスト株式会社
TEL：0942-27-7515
FAX：0942-27-7491

95 5月26日(日) 10時～12時 鹿児島県鹿児島市
少年自然の家（寺山学習農園）

親子で育てようサツマイモⅡ 鹿児島市少年自然の家 可 ※事前申込制　定員を超えたら抽選(5月8日ま
で）

１家族400円

対象：幼児・小学
生・中学生・高校生
を含む各40家族

TEL：099-244-0333

96 5月26日(日) 15：30～16：00 名古屋市東山動植物園
世界のメダカ館２階メダカホール

～知って・学んで・楽しんで～は虫類とともだ
ちになろう

名古屋市東山動物園 可 当日現地募集 052-782-1111

97 5月29日(水) 鹿児島県鹿児島市
平川動物公園

動物の記念日にちなんだイベント
世界カワウソの日

鹿児島市平川動物公園 可 入園料（大人：500
円、小人：100円）

TEL：099-261-2326

98 5月29日(水)～6月
24日(月)
※毎週火曜日は休
館

鹿児島県鹿児島市
鹿児島市立図書館１階

生物多様性図書展
～生きものとつながる～

鹿児島市立図書館 可 無料 TEL：099-250-8500

99 6月1日(土) 9:00～11:30 愛知県刈谷市青山町
恩田川中流域

オオキンケイギク駆除活動 刈谷市環境支援員の会 可 ※事前申込制
締切は5月13日（月）
雨天中止

無料 刈谷市環境推進課
TEL　０５６６－６２－１０１７
FAX　０５６６－２４－３４８１
E-mail　kankyo@city.kariya.lg.jp

100 6月1日(土) 9:30～15:00 岡山県倉敷市水島千鳥町1-50
水島愛あいサロン

くらしき環境フェスティバル 倉敷市（環境学習センター） 可 ※雨天決行 TEL：086-440-5607
e-mail：keec@city.kurashiki.okayama.jp

101 6月1日(土) 10:00～12:00 名古屋市守山区
小幡緑地・白沢川・竜巻池

環境デーなごや2019「身近な自然体験会」
親子でガサガサ体験
（親子で生き物探し）

「環境デーなごや」実行委員
会
愛知守山自然の会

可 ※事前申込制
締切は5月14日（火）
名古屋市内の小中学生とその保護者のみ参加
可

無料 TEL:052-972-2684
e-mail:a2661-
01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

102 6月1日(土) 10:00～12:00 名古屋市天白区
島田緑地自然生態園

環境デーなごや2019「身近な自然体験会」
湿地の生物の生態を調べよう

「環境デーなごや」実行委員
会
白玉星草と八丁トンボを守る
島田湿地の会

可 ※事前申込制
締切は5月14日（火）
名古屋市内の小中学生とその保護者のみ参加
可

無料 TEL:052-972-2684
e-mail:a2661-
01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

103 6月1日(土) 10：00～12：00 名古屋市中区
桜華会館／名古屋城外堀

環境デーなごや2019「身近な自然体験会」
ヒメボタルのすむ外堀を知ろう

「環境デーなごや」実行委員
会
名古屋城外堀ヒメボタルを受
け継ぐ者たち

可 ※事前申込制
締切は5月14日（火）
名古屋市内の小中学生とその保護者のみ参加
可

無料 TEL:052-972-2684
e-mail:a2661-
01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

104 6月1日(土) 9：30～12：00 名古屋市千種区
なごや東山の森（くらしの森）

環境デーなごや2019「身近な自然体験会」
ビーティンネット（たたき網）で昆虫採集

「環境デーなごや」実行委員
会
NPO法人　なごや東山の森づ
くりの会

可 ※事前申込制
締切は5月14日（火）
名古屋市内の小中学生とその保護者のみ参加
可

無料 TEL:052-972-2684
e-mail:a2661-
01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

105 6月1日(土) 10:00～12:00 名古屋市天白区元八事五丁目230番
地
なごや生物多様性センター

第39回生物多様性カフェ
「生きものとお天気の関わり」

なごや生物多様性センター 可 ※事前申込制
締切は5月24日（金）

定員40名
無料

Tel: 052-831-8104　FAX: 052-839-
1695　E-mail:
bdnagoya@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

106 6月1日(土) 6時30分～9時30分 鹿児島県鹿児島市
青果市場

春を満喫！
青果市場フレッシュツアー

鹿児島市青果市場 可 ※事前申込制：定員を超えたら抽選(5月24日ま
で)

無料

対象：消費者50人

TEL：099-267-1311

107 6月1日(土) 午前・午後
（詳細時間は未定）
詳しくはＨＰで

ひろしま遊学の森広島市森林公園こ
んちゅう館

ふれあい体験「虫タッチ！」 広島市森林公園こんちゅう館 可 当日受付 無料 TEL：082-899-8964
e-mail:hirokon@midoriikimono.jp

108 6月1日(土) 13：30～14：30 広島市植物公園 モリアオガエル観察会 広島市植物公園 可 当日入園者 無料
（入園料必要）

TEL：082-922-3600
e-mail：hiroshima-bg@midoriikimono.jp

109 6月1日(土） 19：00～21：00 手引ヶ丘公園内 モリアオガエルの産卵観察 風の子楽習館 可 ※事前申込制
締切は5月23日（木）

参加料金制
100円

出雲市市民活動支援課
TEL：0853－21－6528
e-mail：kajitani-keigo@city.izumo.lg.jp

110 6月1日(土)
6月2日(日)

10:30～15:00 (1日）大津川河口干潟
(2日）阪南2区人工干潟

大阪湾生き物一斉調査2019・泉州の河口と
干潟

きしわだ自然資料館 可 ※事前申込制
募集期間は5月1日（水）～5月20日（月）

無料 岸和田市きしわだ自然資料館
TEL：072-423-8100
e-mail：sizen@city.kishiwada.osaka.jp



111 6月2日（日） 10：00～15：00 栃木県日光市
中禅寺湖南岸コース

女性限定！森の中でリフレッシュ中禅寺湖南
岸
非日常な景色の中で心もキレイに♪

日光湯元ビジターセンター 可 ※事前申込制
定員に達し次第受付終了

参加料金制
2,000円

自然公園財団日光支部
TEL：0288-62-2461
FAX：0288-62-2378

112 6月2日(日) 10:00～12:00 石川県河北郡津幡町字津幡エ-14
石川県森林公園

薬草観察会 石川県森林公園 可 ※事前申込制
5月5日（土）～5月19日（日）まで

TEL:076-288-6449

113 6月2日(日) 10：00～15：30 ラパーク岸和田キスパプラザ きしわだ環境フェア2019 岸和田市 可 申込不要 無料 岸和田市市民環境部環境課
ＴＥＬ：072-423-9464
e-mail:kankyo@city.kishiwada.osaka.jp

114 6月2日(日) 10：30～12：00 千葉市若葉区大草町
大草谷津田いきものの里

大草谷津田いきものの里自然観察会　カエ
ルぴょこぴょこ何種類？

千葉市 可 事前申込不要、先着30名 無料 TEL：043-245-5195
e-mail：kankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jp

115 6月2日(日) 10：00～12：00 神奈川県川崎市多摩区
生田緑地

生田緑地観察会（植物） かわさき宙と緑の科学館 可 当日受付 無料 TEL：044-922-4731

116 6月2日(日) 9:30～12:30 神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-13
川崎市環境総合研究所

平成31年度第２回多摩川河口干潟の生きも
の観察会

川崎市環境総合研究所 可 ※事前申込制
締切は5月19日（日）

無料 TEL：044-276-9001
e-mail：30sojig@city.kawasaki．Jp

117 6月2日(日) 10:00～15:00 久留米百年公園 くるめ環境フェア 久留米市 可 申し込み不要 無料 久留米市環境部環境政策課
TEL：0942-30-9146
FAX：0942-30-9715
e-mail：kansei@city.kurume.fukuoka.jp

118 6月2日(日) 10：00～12：00
13：30～16：30

三重県津市片田田中町1342-1
津市リサイクルセンター内
津市環境学習センター（大会議室集
合）

クモを観てみよう（午前）
驚きのクモの世界：野外観察編（午後）

三重県環境学習情報セン
ター

可 ※事前申し込み制
締切は5月10日（金）
定員20人（申込多数の場合は抽選）

無料 TEL：059-329-2000
FAX：059-329-2909
e-mail：info@eco-mie.com

119 6月2日(日) 鹿児島県鹿児島市
観光農業公園（グリーンファーム）

RunRunトレイルかごしまinグリーンファーム 鹿児島市
グリーンファーム

可 走って、収穫して、食べる　全国初の農業体験
×トレイルランニング！1周2.3km、標高差約
130mの傾斜や展望所への階段を含む自然遊
歩道を走ります。
※事前申込制：定員に達し次第締切(5月10日ま
で)

【マスターズ】
11.5km（5周）：高校
生以上（参加費
3,500円）
【ミドル】6.9km（3
周）：中学生以上
（参加費3,000円）
【ビギナー】2.3km
（1周）：中学生以上
（参加費2,500円）
【リレー】11.5km（5
周）：中学生以上3
～5名（1人2,500
円）
【親子ペア】2.3km
（1周）：小学生と保
護者の2名1組（1組
3,500円）

（会場について）
グリーンファーム　TEL：099-345-3337
（大会について）
有限会社ユニバーサルフィールド
TEL：0985-88-1001

120 6月2日(日) 9:30～11:30 名古屋市天白区
相生山緑地オアシスの森

環境デーなごや2019「身近な自然体験会」
ヒメボタルが舞う森を体感しよう　＆　美化活
動

「環境デーなごや」実行委員
会
相生山緑地自然観察会

可 ※事前申込制
締切は5月14日（火）
名古屋市内の小中学生とその保護者のみ参加
可

無料 TEL:052-972-2684
e-mail:a2661-
01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

121 6月2日(日) 9:45～12:00 名古屋市緑区
大高緑地　猪根の森

環境デーなごや2019「身近な自然体験会」
大高緑地自然探検～森の宝物を見つけよう
～

「環境デーなごや」実行委員
会
大高竹の会

可 ※事前申込制
締切は5月14日（火）
名古屋市内の小中学生とその保護者のみ参加
可

無料 TEL:052-972-2684
e-mail:a2661-
01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

122 6月2日(日) 9：30～12：00 名古屋市守山区
八竜緑地

環境デーなごや2019「身近な自然体験会」
八竜緑地を楽しもう

「環境デーなごや」実行委員
会
水源の森と八竜湿地を守る
会

可 ※事前申込制
締切は5月14日（火）
名古屋市内の小中学生とその保護者のみ参加
可

無料 TEL:052-972-2684
e-mail:a2661-
01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

123 6月2日(日) 10：00～12：00 名古屋市東山動植物園
植物会館　研修室

苔玉で新和風の寄せ植えをつくろう 名古屋市東山総合公園 可 ※事前申込制
締切は5月20日（月）

2000円 TEL：052-782-2111

124 6月2日(日) 15：30～16：00 名古屋市東山動植物園
世界のメダカ館２階メダカホール

～知って・学んで・楽しんで～は虫類とともだ
ちになろう

名古屋市東山動物園 可 当日現地募集 TEL：052-782-1111

125 6月2日(日） 9：00～12：00 愛知県豊川市市田町東堤上1-30
豊川市赤塚山公園

第6回赤塚山公園自然観察会
「バードウォッチング」

豊川市赤塚山公園 可 ※事前申込制
申込期間は4月27日（土）から5月19日（日）まで

無料 豊川市赤塚山公園
TEL：0533-89-8891

126 6月8日(土) 10:00～15:00 勝山市村岡町暮見（法恩寺山） 里山観察ウォーク　　「初夏の香りの法恩寺
山　～中ノ平避難小屋周辺でハイキング～」

福井県自然保護センター 可 ※事前申込制
申込開始　5月8日（水）
　　　締切　6月5日（水）

保険料50円 TEL：0779-67-1655
FAX:0779-67-1656
e-mail：sizen-ci@pref.fukui.lg.jp

127 6月8日(土） 10：00～15：00 福井県三方上中郡若狭町世久見18-2
福井県海浜自然センター

早めに自由研究スタート！
昆虫採集と標本作り

福井県海浜自然センター 可 ※事前申込制
締切は定員に達するまで

参加料金制
200円

TEL：0770-46-1101
e-mail：kaihin-c@pref.fukui.lg.jp

128 6月8日（土）
6月9日（日）

11:00-17:00 神奈川県横浜市都筑区
センター北駅ビル3F あいたいイベント
広場

こどもみらいフェスティバル こどもみらいフェスティバル実
行委員会

可

129 6月8日(土) 9：30～11：30 長野県松本市女鳥羽2-1-25
東部公民館

女鳥羽川自然観察会 松本市環境部環境保全課 可 事前申込制
締切は5月24日(金)

無料 TEL：0263-34-3267
e-mail：kankyo-k@city.matsumoto.lg.jp



130 6月8日(土) 9：30～15：00 三重県鳥羽市松尾～志摩市上之郷
（志摩市伊雑宮駐車場集合）

海の神様、青峰山を歩こう 横山ビジターセンター 可 ※事前申し込み制
参加申し込みの受付は、開催日の1ヶ月前か
ら、定員20人になり次第受付終了。

参加費
大人200円
小人100円

TEL：0599-44-0567
FAX：0599-46-0701

131 6月8日(土) 13:30～16:00 静岡県総合研修所　もくせい会館
（静岡市葵区鷹匠3-6-1）

「第３回南アルプスへ行こう」講演会 静岡県
静岡市
南アルプス高山植物保護ボ
ランティアネットワーク

可 入場無料、当日受付 TEL：054-221-1357
e-mail：
kankyousouzou@city.shizuoka.lg.jp

132 6月8日(土) 9：30～12：00 名古屋市天白区
天白公園

環境デーなごや2019「身近な自然体験会」
竹を知る・竹を伐る・竹で遊ぶ

「環境デーなごや」実行委員
会
天白公園整備クラブ

可 ※事前申込制
締切は5月14日（火）
名古屋市内の小中学生とその保護者のみ参加
可

無料 TEL:052-972-2684
e-mail:a2661-
01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

133 6月8日(土） 20：00～21：30 田儀川沿い 多伎のホタルを見に行こう 風の子楽習館 可 ※事前申込制
締切は6月2日（日）

参加料金制
300円

出雲市市民活動支援課
TEL：0853－21－6529
e-mail：kajitani-keigo@city.izumo.lg.jp

134 6月8日(土) 開館時間中
（詳細時間は未定）
詳しくはＨＰで

ひろしま遊学の森広島市森林公園こ
んちゅう館

絶滅危惧種「ヒョウモンモドキ」の生体展示 広島市森林公園こんちゅう館 可 入館者ならどなたでも 無料 TEL：082-899-8964
e-mail:hirokon@midoriikimono.jp

135 6月9日(日) 8：00～18：00 神奈川県横浜市泉区 JA全農親子農業体験ツアー 株式会社農協観光 不可 ※企業連携イベントのため一般参加なし

田植え体験。生きもの調査バスツアー（上野駅
発着）

136 6月9日（日） 10:00～13:00 北海道登別市 橘湖の自然探勝会 自然公園財団登別支部
(共催：北海道地方環境事務
所,登別市観光ホスピタリティ
推進協議会）

可 ※事前申込制
申込は、開催日の１か月前からお電話で受付
定員30名

無料 TEL：0143-84-3141

137 6月9日(日） 10：00～15：00 福井県三方上中郡若狭町世久見18-2
福井県海浜自然センター

早めに自由研究スタート！
海藻採集と標本作り

福井県海浜自然センター 可 ※事前申込制
締切は定員に達するまで

参加料金制
200円

TEL：0770-46-1101
e-mail：kaihin-c@pref.fukui.lg.jp

138 6月9日(日) 開館時間中
（詳細時間は未定）
詳しくはＨＰで

ひろしま遊学の森広島市森林公園こ
んちゅう館

絶滅危惧種「ヒョウモンモドキ」の生体展示 広島市森林公園こんちゅう館 可 入館者ならどなたでも 無料 TEL：082-899-8964
e-mail:hirokon@midoriikimono.jp

139 6月9日(日) 9：30～11：30 名古屋市緑区
大高緑地・花木園

環境デーなごや2019「身近な自然体験会」
湿地の整備と「トンボを守ろう！ザリガニ釣
り」

「環境デーなごや」実行委員
会
大高緑地湿地の会

可 ※事前申込制
締切は5月14日（火）
名古屋市内の小中学生とその保護者のみ参加
可

無料 TEL:052-972-2684
e-mail:a2661-
01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

140 6月9日(日) 9：30～12：00 名古屋市守山区
上志段味東谷山山麓大矢川上流

環境デーなごや2019「身近な自然体験会」
東谷山山麓の水辺で生き物を探そう！！

「環境デーなごや」実行委員
会
名古屋自然観察会

可 ※事前申込制
締切は5月14日（火）
名古屋市内の小中学生とその保護者のみ参加
可
昼食持参

無料 TEL:052-972-2684
e-mail:a2661-
01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

141 6月9日(日) 15：30～16：00 名古屋市東山動植物園
世界のメダカ館２階メダカホール

～知って・学んで・楽しんで～は虫類とともだ
ちになろう

名古屋市東山動物園 可 当日現地募集 052-782-1111

142 6月9日(日) 10：00～12：00 神奈川県川崎市多摩区
生田緑地

生田緑地観察会（シダ植物） かわさき宙と緑の科学館 可 当日受付 無料 TEL：044-922-4731

143 6月9日(日） 19：00～21：30 斐川学習センター ホタル観察 斐川学習センター 可 ※事前申込制
締切は6月7日（金）

参加無料 出雲市環境政策課
TEL：0853－21－6987
e-mail：kanayama-
masaru@city.izumo.shimane.jp

144 6月13日(木) 9：30～15：30 埼玉県北葛飾郡杉戸町 田んぼの生きもの調査研修会 JA全農（広報部） 不可
145 ６月１５日（土） ９：００～１２：００頃 だいせんホワイトリゾート国際エリア 大山北壁（国際ゲレンデ）・アサギマダラ観察

会
一般財団法人　自然公園財
団　鳥取支部　大山事業地

可 ※事前申込制
集合場所： 大山ナショナルパークセンター１F
自然公園財団事務所前

参加費：１５００円 TEL:０８５９-５２-２１６５  FAX:０８５９-５
２-２３７０

146 6月15日（土） 19：30～21：00 里山自然学校こまつ滝ヶ原 ホタル観察会 里山自然学校こまつ滝ヶ原
里山体験交流塾

可 ※事前申込制
締切は６月14日（金）

参加費
個人350円
団体（8名以上）
2,500円

TEL：090-5680-1548（山下）

147 6月15日(土) 9：30～13：45 愛知県名古屋市港区藤前２－２０２
藤前干潟・藤前活動センター

藤前干潟生き物観察会 名古屋市港区公害対策室 可 小学校4～6年生とその保護者
※事前申込制　締切は6月6日（木）
　定員20組(抽選)

無料 TEL：0５２-６５１-６４９３
FAX：0５２-６５１-５１４４
e-mail：
a6516471-06@minato.city.nagoya.lg.jp

148 6月15日(土) 9:30～12:30 神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-13
川崎市環境総合研究所

平成31年度第３回多摩川河口干潟の生きも
の観察会

川崎市環境総合研究所 可 ※事前申込制
締切は6月1日（土）

無料 TEL：044-276-9001
e-mail：30sojig@city.kawasaki．Jp

149 6月15日(土) 13：30～15：00 久留米市宮ノ陣クリーンセンター
環境交流プラザ　大会議室

環境講演会「街の生き物が教えてくれること」 久留米市 可 ・事前申込制、締切は6月5日（水）
・講演会後、希望者に宮ノ陣クリーンセンターの
見学会を実施

無料 久留米市環境部施設課（宮ノ陣クリーン
センター）
TEL：0942-27-5371
FAX：0942-27-5443
e-mail:
myjclean@city.kurume.fukuoka.jp



150 6月15日(土) 9：30～13：30 名古屋市守山区
東谷山

環境デーなごや2019「身近な自然体験会」
なごやで体験！二ホンリスを調べる守る活動
を

「環境デーなごや」実行委員
会
守山リス研究会

可 ※事前申込制
締切は5月14日（火）
名古屋市内の小中学生とその保護者のみ参加
可
昼食持参

無料 TEL:052-972-2684
e-mail:a2661-
01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

151 6月15日(土) 開館時間中
（詳細時間は未定）
詳しくはＨＰで

ひろしま遊学の森広島市森林公園こ
んちゅう館

絶滅危惧種「ヒョウモンモドキ」の生体展示 広島市森林公園こんちゅう館 可 入館者ならどなたでも 無料 TEL：082-899-8964
e-mail:hirokon@midoriikimono.jp

152 6月16日(日） 9：00～11：30 福井県三方上中郡若狭町気山176-
15-1
若狭町気山公民館集合

バードウォッチング　初夏
菅湖ビギナーのためのさえずり探鳥会

福井県海浜自然センター 可 ※事前申込制
締切は定員に達するまで

参加料金制
100円

TEL：0770-46-1101
e-mail：kaihin-c@pref.fukui.lg.jp

153 6月16日(日) 開館時間中
（詳細時間は未定）
詳しくはＨＰで

ひろしま遊学の森広島市森林公園こ
んちゅう館

絶滅危惧種「ヒョウモンモドキ」の生体展示 広島市森林公園こんちゅう館 可 入館者ならどなたでも 無料 TEL：082-899-8964
e-mail:hirokon@midoriikimono.jp

154 6月16日(日) 10：00～12：00 名古屋市緑区
滝ノ水緑地

環境デーなごや2019「身近な自然体験会」
森で木を伐ってマイバッジづくり

滝ノ水緑地の里山と
湿地を育てる会

可 ※事前申込制
締切は5月14日（火）
名古屋市内の小中学生とその保護者のみ参加
可

無料 TEL:052-972-2684
e-mail:a2661-
01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

155 6月16日(日) 10：00～12：00 名古屋市東山動植物園
植物会館　研修室

初夏の野生蘭の楽しみ 名古屋市東山総合公園 可 ※事前申込制
締切は5月20日（月）

無料 TEL：052-782-2111

156 6月16日(日) 15：30～16：00 名古屋市東山動植物園
世界のメダカ館２階メダカホール

～知って・学んで・楽しんで～は虫類とともだ
ちになろう

名古屋市東山動物園 可 当日現地募集 052-782-1111

157 6月16日(日) 13:30～15:00 岡山県倉敷市福田町640
ライフパーク倉敷　大ホール

環境講演会「マイクロプラスチックって、な
に？　海ゴミについて考えよう」

倉敷市（環境政策課） 可 ※事前申込制
締切は6月6日（木）

TEL：086-426-3391
e-mail：eptc@city.kurashiki.okayama.jp

158 6月16日(日) 9:30～12:00 栃木県小山市大字下生井
渡良瀬遊水地第２調節池環境学習
フィールド３

第３回おさかなワイワイ大作戦 小山市　他 可 ※要事前申込（締切５月２９日（水））、定員（約
160名）になり次第終了

無料 小山市渡良瀬遊水地ラムサール推進課
ＴＥＬ：０２８５－２２－９３５４
e-mail：d-ramsar@city.oyama.tochigi.jp

159 6月16日(日) 10：30～12：00 千葉市若葉区大草町
大草谷津田いきものの里

大草谷津田いきものの里自然観察会　いきも
のの赤ちゃん探し

千葉市 可 事前申込不要、先着30名 無料 TEL：043-245-5195
e-mail：kankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jp

160 6月16日(日） 9：00～12：00 愛知県豊川市市田町東堤上1-30
豊川市赤塚山公園

第7回赤塚山公園自然観察会
「カタツムリの観察」

豊川市赤塚山公園 可 ※事前申込制
申込期間は5月18日（土）から6月2日（日）まで

161 6月19日(水) 07:20-09:00 東京都中央区銀座2-10-6
中越パルプ工業㈱東京本社

第48回朝活「半径３ｍから始めるSDGｓ」 オルタナS編集部
中越パルプ工業㈱

可

162 6月21日(金) 鹿児島県鹿児島市
平川動物公園

動物の記念日にちなんだイベント
世界キリンの日

鹿児島市平川動物公園 可 入園料（大人：500
円、小人：100円）

TEL：099-261-2326

163 6月22日（土） 9:00～12:30 福井県三方上中郡若狭町成出 ウメ博士になろう！ 福井県里山里海湖研究所 可 ※事前申込制
締切は6月20日（土）

参加料金制
保険料50円、別途
材料費

TEL：0770-45-3580
e-mail：satoyama@pref.fukui.lg.jp

164 6月22日（土） 9：00～11：00 鞍掛山第二駐車場 トンボの楽園環境整備ボランティア 里山自然学校こまつ滝ヶ原
里山体験交流塾

可 ※事前申込制
締切は６月21日（金）

無料
持ち物：鎌、鍬、草
刈機等

TEL：090-5680-1548（山下）

165 6月22日(土) 愛媛県西条市楢木54番地1
橘公民館

橘地区の自然観察会 西条市 可 講師：特定非営利活動法人　西条自然学校
荒天時予備日：6月29日(土)

西条市環境部環境課
TEL：0897-52-1382
FAX：0897-52-1386

166 6月22日(土) 9：50～12：00 名古屋市天白区
相生山緑地オアシスの森

環境デーなごや2019「身近な自然体験会」
トンボ池の草刈りとヤゴの観察（ザリガニ退
治）

「環境デーなごや」実行委員
会
相生山緑地オアシスの森くら
ぶ

可 ※事前申込制
締切は5月14日（火）
名古屋市内の小中学生とその保護者のみ参加
可

無料 TEL:052-972-2684
e-mail:a2661-
01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

167 6月22日(土) 開館時間中
（詳細時間は未定）
詳しくはＨＰで

ひろしま遊学の森広島市森林公園こ
んちゅう館

絶滅危惧種「ヒョウモンモドキ」の生体展示 広島市森林公園こんちゅう館 可 入館者ならどなたでも 無料 TEL：082-899-8964
e-mail:hirokon@midoriikimono.jp

168 ６月22日(土)
６月23日(日)

15:00～17:00
9:00～11:00

麻機遊水地第４工区
（静岡市葵区芝原地先）

麻機遊水地カミツキガメ調査 静岡市
協力：静岡大学

可 ※事前申込制、多数抽選
締切は5月17日（金）
雨天中止

抽選の場合、市内
在住者を優先

TEL：054-221-1319
e-mail：
kankyousouzou@city.shizuoka.lg.jp

169 6月23日(日） 9：00～12：00 福井県三方上中郡若狭町鳥浜122-
12-1
若狭町鳥浜貝塚公園集合

田んぼで魚の赤ちゃんをつかまえよう 福井県海浜自然センター 可 ※事前申込制
締切は定員に達するまで

参加料金制
100円

TEL：0770-46-1101
e-mail：kaihin-c@pref.fukui.lg.jp

170 6月23日(日) 10：00～12：00 三重県志摩市阿児町 横山周辺
（横山芝生広場駐車場集合）

横山の昆虫観察会 三重県志摩市
横山ビジターセンター

可 ※事前申し込み制
参加申し込みの受付は、開催日の1ヶ月前か
ら、定員20人になり次第受付終了。

参加費
大人200円
小人100円

TEL：0599-44-0567
FAX：0599-46-0701

171 6月23日(日) 10:00～15:30 青葉イベント広場
（静岡市葵区呉服町2-5-14）

南アルプスうまいものフェア 静岡市 可 小雨決行 TEL：054-221-1357
e-mail：
kankyousouzou@city.shizuoka.lg.jp

172 6月23日(日) 13：30～15：30 名古屋市東山動植物園
植物会館　研修室

薔薇の香水作り～自然でやさしいバラの香り
を作ります～

名古屋市東山総合公園 可 ※事前申込制
締切は5月20日（月）

2500円 TEL：052-782-2111

173 6月23日(日) 15：30～16：00 名古屋市東山動植物園
世界のメダカ館２階メダカホール

～知って・学んで・楽しんで～は虫類とともだ
ちになろう

名古屋市東山動物園 可 当日現地募集 TEL：052-782-1111

174 6月23日(日) 開館時間中]
（詳細時間は未定）
詳しくはＨＰで

ひろしま遊学の森広島市森林公園こ
んちゅう館

絶滅危惧種「ヒョウモンモドキ」の生体展示 広島市森林公園こんちゅう館 可 入館者ならどなたでも 無料 TEL：082-899-8964
e-mail:hirokon@midoriikimono.jp



175 6月27日(木) 18：30～20：30 長野県松本市浅間温泉2-9-1
本郷公民館

女鳥羽川ホタル観察会 松本市環境部環境保全課 可 事前申込制
締切は6月14日(金)

無料 TEL：0263-34-3267
e-mail：kankyo-k@city.matsumoto.lg.jp

176 6月29日(土) 9：00～12：00 富山県魚津市東蔵地内
別又自然観察池

別又自然観察池での自然観察会 魚津市
（環境安全課・魚津水族博物
館・魚津埋没林博物館）

可 事前申込制
締切は6月24日(月)

無料 TEL：0765-23-1004
e-mail：kankyoanzen@city.uozu.lg.jp

177 6月29日(土) 9：30～12：00 名古屋市熱田区
白鳥公園乗船場

環境デーなごや2019「身近な自然体験会」
船から発見！！私たちの堀川

「環境デーなごや」実行委員
会
名古屋堀川ライオンズクラブ

可 ※事前申込制
締切は5月14日（火）
名古屋市内の小中学生とその保護者のみ参加
可

無料 TEL:052-972-2684
e-mail:a2661-
01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

178 ６月29日(土)
６月30日(日)

15:00～17:00
9:00～11:00

麻機遊水地第１工区
（静岡市葵区赤松地先）

麻機遊水地カミツキガメ調査 静岡市
協力：静岡大学

可 ※事前申込制、多数抽選
締切は5月17日（金）
雨天中止

抽選の場合、市内
在住者を優先

TEL：054-221-1319
e-mail：
kankyousouzou@city.shizuoka.lg.jp

179 6月29日(土)
～6月30日(日)

(1日目)10:30～
(2日目)～14:00

山口県萩市見島
見島ふれあい交流センター

第16回リレーミーティングin見島 やまぐち自然共生ネットワー
ク

可 ※事前申込制
締切は6月3日(月)

参加料
8,500円
(宿泊費・食費込)

山口県自然保護課
TEL：083-933-3060

180 6月30日(日) 10:30～16:00 岬町豊国崎 タコが見つかるかも！豊国崎たんけん きしわだ自然資料館 可 ※事前申込制
募集期間は6月1日（土）～6月17日（月）

保険代
1人50円

岸和田市きしわだ自然資料館
TEL：072-423-8100
e-mail：sizen@city.kishiwada.osaka.jp

181 6月30日(日) 13：30～15：30 名古屋市東山動植物園
植物会館　研修室

高山植物の魅力～まずは名前から～ 名古屋市東山総合公園 可 ※事前申込制
締切は5月20日（月）

無料 TEL：052-782-2111

182 6月30日(日) 15：30～16：00 名古屋市東山動植物園
世界のメダカ館２階メダカホール

～知って・学んで・楽しんで～は虫類とともだ
ちになろう

名古屋市東山動物園 可 当日現地募集 052-782-1111

183 7月6日(土) 9:00～15:00 神奈川県伊勢原市
大田ふれあいセンター、近隣田んぼ

JA全農プレゼンツ2019 「田んぼの生きもの
調査」 "田んぼの生きもの"を探してみよ
う！！

JA全農（広報部） 可 ・募集開始は、5月中旬を予定
・全農HPに応募フォームを開設予定

参加料金制
500円/名

http://www.zennoh.or.jp/activity
/tanbo/

http://www.zennoh.or.jp/activity/tanbo/
http://www.zennoh.or.jp/activity/tanbo/


生物多様性わかものネットワーク

資料6－2

ユース版せいかリレー(案)

について



●目的と実現したいこと

日本ユースの力を結集しUNDBの

「せいか」を見つめポスト2020目標作りに関わり

次期目標達成のための行動を進めます！

●背景

・ 止まらない生物多様性の損失

・ 十分に達成することができなかった愛知目標

私たちわかものが生きる未来が脅かされるばかりで

全く改善されていない！！！

自分たちが生きる未来は自分たちで守る！



●ユース版成果リレーの具体的な活動内容

① 地域代表(ユースアンバサダー)による

地域の10年の振り返りと次の10年に向けた意見収集

② 地域の「せいか」共有

- 全国ユースフォーラムの開催(愛知・名古屋予定)

③ COP15＠昆明での活動

(事例発信・アクションなど)

※地域代表(ユースアンバサダー)

・ユース版せいかリレーのランナーとして想定

・全国を8地域(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州)に分け

それぞれの地域から３～４名を任命する想定

④ COP15での「せいか」を帰国後に共有



●遂行方法

・わかものネットのみならず、様々な学生の環境団体や

他条約のユースを巻き込んで協働できる仕組みも

整えながら進めていくことを検討中

・本プロジェクトの資金はIUCN-Jが管理

・準備として他団体などに協力を要請中

・ポスト愛知目標への提言活動についてはCBD事務局による

第3回(8月〆切)の意見書提出などを利用して別途実施予定

(第2回目の意見書提出済み)



●UNDB-Jへの提案事項

① 本事業を「ユース版UNDB-Jせいかリレー」と

位置づけていただけないでしょうか

② 本事業で任命するユースアンバサダーを

UNDB-Jの名称で任命していただけないでしょうか

ユースアンバサダーは一般公募を行い、その後選考予定です。

任命については１月のキックオフミーティング時に任命書を

直接ユースアンバサダーに授与します

その際の任命者としてUNDB-Jの名称をお借りできないでしょうか
(

(



●期待される成果・影響など

◎ 自らの未来を守ることができる一歩

◎ 生物多様性分野におけるわかものの存在感増大

◎ COP15に参加する日本人ユースの増加

◎ ユース内での生物多様性の主流化の促進、

盛り上げにつながる＝認知度の向上

◎ 2020以降の世代にもつながる活動となる(次世代育成)

◎ 次の10年の活動につながるユースのネットワークが

構築できる

ご賛同・ご協力いただける委員の方には

別途ご相談の機会をいただければ幸いです


