№３３２ ２０１７年 ５月１日

＝自然ウォッチングセンター発行＝
自然ウォッチングセンター発行

５月号

申 …申し込みが必要な行事。必ず主催団体に申し込みの上ご参加
ください。主催団体名は表中に略称で表示、連絡先は「主催団体
一覧」をご覧ください。
昼 … 昼食持参。野外行事では他に筆記具、植物や野鳥の図鑑、双
眼鏡などがあると便利。雨具、防寒具必携。

５月の行事案内
日

場 所

内 容

集 合

注意 …掲載した行事は発行者が内容を保証ま
たは推薦するものではありません。

主催団体の連絡先は３ページ

参加費 主催

その他

１(月) 中央区 中島公園
バードウォッチング
7:00 地下鉄中島公園駅①番出口地上
1000円 自然 申
３(祝) 南区 真駒内公園
夏鳥探鳥会
9:00 札幌市さけ科学館前
300円
札 ﾙﾘﾋﾞﾀｷ､ﾒｼﾞﾛ
３(祝) 南区 真駒内公園
はじめての自然散歩 10:00 屋外競技場駐車場時計塔下
1000円 自然 申
３(祝) 南区 真駒内公園
散歩道花見ウォーク 10:30 青少年会館コンパス宿泊棟
無料 コン 申
＊コンパス（真駒内柏丘７）から真駒内公園への散歩道を１.５時間程度。希望者には昼食（有料）あり。
３(祝) 石狩ﾊﾏﾅｽの丘公園 動植物の観察と記録 9:00 石狩浜海浜植物保護センター
無料 定観
＊交通：中央バス「石狩行き」に乗車、「石狩温泉前」下車、海側に歩いて約４分。
４(祝) 道庁、北大植物園
園内の早春の足音
13:00 道庁赤レンガ前
100円 観察
５(祝) 清田区 平岡公園
湿原と梅林 ８㎞
9:00 大通テレビ塔下
3000円 森遊 申昼
５(祝) 登別ふぉれすと鉱山 春の野点
12:30 登別ふぉれすと鉱山
200円 鉱山 申 定員３０名
５(祝) 南区 藤の沢
探鳥会
9:00 白鳥園（ｴﾙｸの森ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場向い）
無料
愛昼
＊札幌駅または地下鉄真駒内駅発、じょうてつバス定山渓温泉行または豊滝行で「藤野３条２丁目」下車､徒歩１０分｡
５(祝) 登別ふぉれすと鉱山 子供の日スペシャル 10:00 登別ふぉれすと鉱山
300円 鉱山 申
＊春のお菓子づくり、クライミングボード、むかし遊びを楽しみます。小学生以下保護者同伴。
６(土) 旭川市 突哨山
カタクリ
南平岸駅、札幌市役所（詳細問合せ）
5000円 遊悠 申昼
６(土) 登別ふぉれすと鉱山 春の野鳥観察会
8:00 登別ふぉれすと鉱山
200円 鉱山 申 定員１５名
６(土) 当別町 医療大学
春の花々､木々､野鳥 9:30 北海道医療大学玄関前
100円 観察
＊札幌駅8:29発、ＪＲ学園都市線「北海道医療大学行き」に乗車、「北海道医療大学」下車。駐車場あり。
６(土)
登別ふぉれすと鉱山 ＧＷスペシャルｳｨｰｸ 10:30 登別ふぉれすと鉱山
鉱山
～７(日) ＊家族で楽しめるプログラムがいっぱい！ 鉱山の春の魅力を五感で楽しみます。プログラムによって実費必要。
７(日) 豊平区 西岡水源池 定例探鳥会
9:00 西岡公園管理事務所前
300円
札 ｶﾜｾﾐ､ﾔﾌﾞｻﾒ
７(日) 中央区 円山公園
春に咲く植物
10:00地下鉄円山公園駅1Fバス待合所
100円 観察
７(日) 野幌森林公園
探鳥会
9:00 野幌森林公園大沢口
無料
愛昼
７(日) 小樽市 なえぼ公園
探鳥会
9:00 なえぼ公園森の自然館
無料 小樽 ｸﾛﾂｸﾞﾐ､ｱｵｼﾞ
７(日) 苫小牧市民文化公園 探鳥会
8:00 文化公園西駐車場（図書館側）
無料
苫
７(日) 石狩マクンベツ湿原 オコジョの会
8:15中央バス札幌ターミナル(ﾊﾞｽ代各自) 1300円 オコ 申昼
７(日) 千歳川ウサクマイ
観察会＆ごみ拾い
9:00 千歳市蘭越ウサクマイ園地
100円 ﾄｩﾚ 申
７(日) 小樽市 ワォーの森
ワォーの森観察会
10:00 ワォーの森入り口（小樽市桂岡）
100円 道ボ
＊銭函駅から中央バス桂岡銭函線「銭函浄水場」行きに乗車、「銭函浄水場」下車徒歩５分。
９(火) 中央区 円山公園
バードウォッチング
7:00 円山公園パークセンター前
1000円 自然 申
９(火) 南区 藤の沢小学校 遊歩道・広場整備
8:30 地下鉄真駒内駅前
無料 森遊 申昼
１０(水) 北区 北大構内
はじめての自然散歩 10:00 地下鉄「北１２条駅」②番出口
1000円 自然 申
１３(土) 野幌森林公園
春の観察会
9:50 野幌森林公園大沢口前
100円 野森
１３(土) 登別ふぉれすと鉱山 鉱山町バードソン
6:00 登別ふぉれすと鉱山(市民野鳥調査)
200円 鉱山 申
１３(土) 札幌エルプラザ
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞ 13:30 エルプラザ２Ｆ環境研修室１
無料 デジ 初心者歓迎
＊「初めてのバードウォッチング」。写真や動画を活用して、鳥の行動や識別ポイント、楽しみ方を紹介。
１３(土) 野幌森林公園
ありがとう観察会
10:00 自然ふれあい交流館（大沢口）
無料 野幌 昼
＊春の花観察とゴミ拾い。瑞穂線方面５.５㎞と四季美コース方面５.７㎞の２コース。ゴミ袋、軍手持参。
１３(土) 恵庭公園
春の緑につつまれて 10:00 恵庭公園管理棟前
100円 観察
＊ＪＲ恵庭駅下車、西口から徒歩２０分。公園内に無料駐車場あり。
１４(日) 中央区 円山公園
早朝探鳥会
6:30 円山公園南大通側入口
300円
札
１４(日) 中央区 円山公園
ﾊﾞｰﾄﾞｳｨｰｸ探鳥会
9:00 円山公園南大通側入口
300円
札 ｷﾋﾞﾀｷ､ｵｼﾄﾞﾘ
１４(日) 南区 札幌湖周辺
花散策とサクラ島祭り 8:30 地下鉄真駒内駅前
4500円 森遊 申 昼食付き
１４(日) 小樽市 朝里ダム
探鳥会
9:00 中央バス「宏楽園」バス停
無料 小樽 昼 ｵｵﾙﾘなど
１４(日) 千歳川
探鳥会
8:00 鮭鱒ふ化場手前の橋付近の広場
無料
愛 昼 交通なし
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５ 月 の 行 事 案 内 （続き）
日

場 所

内 容

集 合

主催団体の連絡先は３ページ

参加費 主催

その他

１４(日) 様似町 様似山道
花散策
南平岸駅、札幌市役所（詳細問合せ）
5000円 遊悠 申昼
１４(日) 苫小牧市 錦大沼
春の草花たち
8:50 錦大沼総合公園駐車場
100円 観察 交通なし
１４(日) 清田区 平岡公園
湿原の変わる様子
10:00 平岡公園第一駐車場
100円 観察
＊地下鉄大谷地駅発中央バス｢大６６」イオンモール札幌平岡行、「平岡５条３丁目」下車、緑地歩道を徒歩５分。
１４(日) 野幌森林公園
春のウォーキング
9:00 野幌森林公園大沢口
100円 ﾉﾎﾟﾎﾟ 昼
＊動植物の生態観察を楽しみます。１８㎞、１０㎞の２コースあり。完歩証を用意しています。
１４(日) 帯広の森
モニタリング1000他
5:00 帯広の森里山活動場所
無料 リス 申
＊5:00モニタリング1000鳥類調査、9:00里山をつくろうプロジェクト、13:00モニタリング1000チョウ類調査あり。
１６(火) 青葉中央公園
さっぽろ自然散歩
10:00 ＪＲバス「青葉町中央」バス停
1000円 自然 申昼
＊厚別南緑地まで歩く。交通：新札幌駅①出口より徒歩１０分。または新札幌発「もみじ台西２丁目線（循環新７１）」で。
１７(水) 南区 真駒内公園
ふれあい散歩道ｳｫｰｸ 10:30 青少年会館コンパス宿泊棟
無料 コン 申
１７(水) 石狩ﾊﾏﾅｽの丘公園 動植物の観察と記録 9:00 石狩浜海浜植物保護センター
無料 定観
１７(水) 野幌森林公園
村野鎌田と自然観察 10:00 野幌森林公園大沢口
1000円 自然 申
１７(水) 南幌町 フットパス
田園風景コース１０㎞ 8:00 大通テレビ塔下
4000円 森遊 申昼
１８(木) 豊平区 豊平公園
ちびっこ遊び隊
10:00 緑のセンター前（0～４歳親子対象）
300円 自然 申
１９(金) 中央区 藻岩山
登山観察会
10:00 慈啓会病院前登山口
100円 道ボ 昼
１９(金) 白老 ポロト&湖萩の里 春の花とスミレ
8:00 札幌駅北口
9800円 たび 申昼
２０(土) 中央区 「鳥次郎」
野鳥お勉強会
17:50 鳥次郎(大通西５昭和ビル地下)
3500円 勉強 申 ２日前迄
＊「野鳥と感染症のはなし」､松井 晋氏（東海大学札幌キャンパス 生物学科）。定員２０名。
２０(土) 白老町 萩の里公園 自然公園観察会
9:30萩の里公園ｾﾝﾀｰﾊｳｽ入口駐車場
100円 観察
＊ＪＲ苫小牧駅７：４９発東室蘭行き列車に乗車、萩野駅下車、駅裏への跨線橋を渡り、徒歩１５分。駐車場無料。
２０(土) 石狩 ﾊﾏﾅｽの丘公園 花々と野鳥の観察
10:00 ハマナスの丘ビジターセンター
100円 観察
＊中央バス札幌ターミナル発「石狩」行きに乗車、終点下車。徒歩１０分。駐車場有り。イソスミレ、ハマハタザオ等。
２０～21 ヤンカ山、大田神社 山菜とアワビ祭り
南平岸駅、札幌市役所（詳細問合せ）
問合せ 遊悠 申昼
２１(日) 豊平区 西岡水源池 月例自然散歩
9:00 西岡公園管理事務所前
100円
西
２１(日) 小樽市 オタモイ海岸 探鳥会
9:00 中央バス「おたもい団地」バス停
無料 小樽 昼 ｲｿﾋﾖﾄﾞﾘ等
２１(日) 帯広の森
エゾリスセンサス
6:30 はぐくーむ（帯広市南町南９線）
無料 リス 申
２１(日) 旭川市 嵐山
春の嵐山を訪ねよう 9:00 嵐山公園センター（橋渡ってすぐ）
100円 観察 親子歓迎
＊旭川駅前１条８丁目の⑭番乗り場から、旭川電気軌道バス③番に乗車、「野草園入口」下車。
２１(日) 小樽市 山中海岸
ｴｿﾞｻﾝｼｮｳｳｵと鰊場 9:30 中央バス「おたもい交番」バス停
100円 観察
＊小樽駅前Ｄ乗り場（駅出て左手）から、中央バス「おたもい入口」行きに乗車、「おたもい交番」下車。
２１(日) 鵡川河口
探鳥会
9:45 むかわ温泉四季の館駐車場
無料
愛昼
＊札幌駅または大谷地バスターミナル発、道南バス浦河行ペガサス号にて、「四季の館前」下車。
２１(日) 千歳市民文化ｾﾝﾀｰ 講演会
15:00 千歳市民文化センター視聴覚室
無料 ﾄｩﾚ 申
＊「ヒグマの不思議な生態～共存の道とは」、金川弘司（ヒグマの会元会長）。定員４０名。
２３(火) 中央区 中島公園
ちびっこ遊び隊
10:00 中島児童会館前（0～４歳親子）
300円 自然 申
２３(火) 美唄市 宮島沼
フットパス７㎞
8:30 大通テレビ塔下
4000円 森遊 申昼
２６(金) 苫小牧市 豊川町
近所の自然散歩
9:00豊川町コミュニティセンター玄関前
無料 自然 申
＊環境省モニタリングサイト1000里地調査の植物開花調査を兼ねた観察会。みんなで調べながら歩きます。
２７(土) 支笏湖畔 紋別岳
春の花、野鳥
9:40 中央バス「支笏湖」バス停
100円 観察 昼
＊札幌駅７：４８発、ＪＲエアポート乗車、千歳駅前８：５１発中央バス「支笏湖」行きで終点下車。有料駐車場あり。
２８(日) 北区 茨戸川緑地
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ森づくり
8:30 大通テレビ塔下（9:30現地）
無料 森遊 申昼
２８(日) 野幌森林公園
早朝探鳥会
6:00 野幌森林公園大沢口
無料
愛 交通なし
２８(日) 野幌森林公園
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞ 10:30 自然ふれあい交流館（予定）
無料 デジ
＊「夏鳥が来た～森でさえずりを楽しむ」。写真や動画を活用して、鳥の行動や識別ポイント、楽しみ方を紹介。
２８(日) 帯広の森
モニタリング1000など 6:30 はぐくーむ（帯広市南町南９線）
無料 リス 申
＊6:30はぐくーむ集合でエゾリスセンサス、10:00里山活動場所集合でチョウ類調査、13:30から植物調査。
２８(日) 南区 常盤
ときわ自然散歩
9:30ヤマガラ珈琲（南区常盤２－２）
500円 自然 コーヒー付き
＊真駒内駅②乗り場９：１５発、「真102サンブライト真駒内行き」に乗車、「常盤橋」下車。バス停でお待ち下さい。
３０(火) ミステリー里山散歩
オコジョの会
9:20 地下鉄環状通東駅ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ
1300円 オコ 申昼３㎞歩き
申昼
３１(水) 石狩ﾊﾏﾅｽの丘公園 動植物の観察と記録 9:00 石狩浜海浜植物保護センター
無料 定観
３１(水) 伊達紋別岳
花と展望登山
8:00 地下鉄真駒内駅前
5000円 森遊 申昼
３１(水) 南区 定山渓遊歩道 はじめての自然散歩 10:15 定山渓二見公園
1000円 自然 申昼
＊地下鉄真駒内駅前④乗り場９：２３発、じょうてつバス定山渓温泉行きで、「定山渓湯の町」下車、徒歩３分。
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主催団体一覧
自然…自然ウオッチングセンター
011-583-5208
自然…
札……日本野鳥の会札幌支部
011-613-7973
札……
西……西岡の自然を語る会
011-583-8676
西……
愛……北海道野鳥愛護会
011-251-5465
愛……
観察…北海道自然観察協議会
011-551-5481山形
観察…
鉱山…登別市ﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰふぉれすと鉱山
0143-85-2569
鉱山…
野幌…野幌森林公園自然ふれあい交流館
011-386-5832
野幌…
道博…北海道博物館
011-898-0500
道博…
勉強…野鳥お勉強会
090-4874-1705富川
勉強…
オコ…札幌・里山散歩オコジョの会
080-3233-1684
オコ…
森遊…森林遊びサポートセンター
011-592-1030小林
森遊…
定観…
0133-74-6198 安田
定観…石狩浜定期観察の会

ﾃﾞｼﾞ…
ﾃﾞｼﾞ…ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞ事務局 090-9081-0177島田
コン…
コン…北海道青少年会館コンパス 011-584-7555
たび…自然フィールドたび倶楽部
070-6605-7552菊池
たび…
遊悠…
090-3399-0202藤野
遊悠…遊悠倶楽部
リス…エゾリスの会
0155-33-4223三日市
リス…
苫……
0144-67-4343鷲田
苫……日本野鳥の会苫小牧支部
ﾉﾎﾟﾎﾟ…野幌森クラブ
011-387-1275澤向
ﾉﾎﾟﾎﾟ…
野森…フォーラム野幌の森
野森…
011-386-4516田村
小樽…日本野鳥の会小樽支部
0134-22-0185梅木
小樽…
ﾄｩﾚ…しこつ湖自然体験クラブトゥレップ090-1648-4923中川
ﾄｩﾚ…
道ボ…北海道ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾚﾝｼﾞｬｰ協議会
011-898-0713三輪
道ボ…

講座・イベントのご案内
自然保護講演会 ヒ グ マ の 遺 伝 的 多 様 性 と 移 動 の 歴 史
北海道のヒグマのグループ間関係に関して、遺伝子分析を通して、興味深い現象が明らかになってきました。本講演では、最近、
少しずつ明らかになってきたヒグマのふるさとや、移動の歴史などに関する自然史研究をご紹介いただけます。
日 時 ５月２０日（土）、１５：３０～１７：００（１５：２０より受付） 会 場 北大クラーク会館・大集会室（札幌市北区北８条西８丁目）
講 師 増田隆一さん（北海道大学大学院理学研究院教授）
主催/
主催/申し込み 北海道自然保護協会（Tel０１１－２５１－５４６５、Fax０１１－２１１－８４６５、Eメール info@nc-hokkaido.or.jp）

シンポジウム 石狩海岸における大規模風力発電事業計画の危険性
自然再生エネルギーとして期待されている風力発電にはデメリットもあります。石狩湾新港周辺には、４事業者による４６基の巨
大風車が建とうとしています。大規模風車群は石狩海岸の自然生態系と景観を破壊するとともに、近隣住民への健康影響が石狩
市や小樽市にとどまらず、札幌市まで及ぶ危険があります。語られない巨大風車群の危険性についていっしょに考えましょう。
日 時 ５月１３日（土）、１３：３０～１７：００（１３：００より受付）
資料代 ５００円
会 場 北海学園大学６号館Ｃ－３１教室（地下鉄東豊線「学園前」下車）
主 催 風力発電問題シンポジウム実行委員会
プログラム 1．石狩湾新港周辺の風力発電事業の現状 安田秀子（石狩湾岸の風力発電を考える石狩市民の会）
2．石狩海岸に残された砂丘植生・自然生態系の重要性 佐藤 謙氏（北海学園大学名誉教授）
3. 風車騒音による健康影響と石狩湾新港周辺３事業の影響評価 松井利仁氏（北海道大学工学研究院教授）
問い合わせ 北海道自然保護協会（Tel０１１－２５１－５４６５、Fax０１１－２１１－８４６５、Eメール info@nc-hokkaido.or.jp）

バードウォッチング初心者からのステップアップ講座
バードウォッチング入門講座！バードウォッチングを始めて行くとぶつかるハードル、鳴き声や識別のポイント、季節と場所で見
ることが出来る種類の変化などを分かり易く解説します！ 座学と実地で楽しく学びながらステップアップを目指します。
日 程 ５月１３日(土)１５：００～１９：３０、１４日(日)５：３０～８：００
参加費 一人３,５００円（希望者は別途２７００円で宿泊可能）
場 所 雨煙別小学校コカ・コーラ環境ハウスおよびハサンベツ里山
テキスト 「新訂版 北海道野鳥図鑑（亜璃西社）」
対象/
締め切り ５月１２日までに申し込み
講 師 諸橋 淳
対象/定員 大人向け、親子参加も可能。定員３０名。
主催/
主催/申し込み 雨煙別小学校コカ･コーラ環境ハウス（栗山町字雨煙別１－４、Tel/Fax０１２３－７２－１６９６、info@uenbetsu.jp）

ふる里山くり山の米づくり2017
栗山町にある里山で、自然と農業の共生を楽しみながら美味しいお米（餅米）作りにチャレンジしてみませんか。５回の農作業と
里山の自然体験を楽しみながら、人と自然と農業のつながりを感じとり大切にする、ふる里山体験です。
日 程 ①５月２１日(日)、②７月２９日(土)、③９月２４日(日)、④１０月１５日(日)、⑤１２月１７日(日)
場 所 ①～④はハサンベツ里山、⑤は雨煙別小学校コカ・コーラ環境ハウス
対象/
対象/定員 小学４年生以上、３０名程度（各回ごとに募集しますが、全行事参加希望を優先）
参加費 ①③④⑤は大人２５００円、子供２０００円、②は大人３０００円、子供２５００円
主催/
主催/申し込み 雨煙別小学校コカ・コーラ環境ハウス（栗山町字雨煙別１－４、Tel/Fax０１２３－７２－１６９６、info@uenbetsu.jp）

野幌森林再生プロジェクト 野 幌 森 林 づ く り 塾 2 0 1 7
野幌の森林は平成１６年９月の台風により被害を受けました。この塾は、被害地を１００年前の原始性が感じられる自然林に再生
することを目指し、森林づくり作業を体験しながら、森林と人との関わりについて理解を深めていく森林環境教育プログラムです。
日 時 第一回 ５月２７日(土)、第二回 ７月８日(土)、第三回 １０月１４日(土)、いずれも９：３０～１５：００
対象/
参加費 無料
対象/定員 森林づくり活動に関心を持ち、３回とも受講できる方。先着２０名。
申し込み 氏名、フリガナ、年齢、性別、住所、電話番号を記し、Fax、郵送、またはメールで。５月１２日(金)締め切り。
主催/
主催/問合せ 北海道森林管理局石狩地域森林ふれあい推進センター（〒064-0809 中央区南９条西２３丁目１－１０
Tel０１１－５３３－６７４１、Fax０１１－５３３－６７４３、h_ishikari_f@maff.go.jp）
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講座・イベントのご案内
第2回WYCバードレクチャー 楽 し い 野 鳥 の お 勉 強
会員向け講座ですが、一般の方もご参加いただけます。富川徹さんをゲストに迎え、北海道の探鳥地を徹底解説。最新情報や
意外な探鳥の穴場も紹介していただけるかも…。WYC主宰の野鳥写真家・大橋弘一の「野鳥雑学」も楽しくお届けします。
日 時 ６月２４日（土）、１４：００～１６：００
参加費 一般８００円
ゲスト 富川徹（野生生物総合研究所）
会 場 札幌市環境プラザ 環境研修室２（札幌市北区北８条西３丁目 札幌エルプラザ内）
内 容 「北海道の探鳥地めぐり～探そう野鳥の宝庫」／大橋弘一の「野鳥雑学」ほか
申し込み 下記まで名前・住所・電話番号またはメールアドレスをお知らせください。定員制ですのでお早めに。
主 催 ウェルカム北海道野鳥倶楽部（Tel０１２０－４６４６１３、Fax０１１－２６１－１６５９、bird@naturally.co.jp）

西岡公園管理事務所のイベント
■ガイドウォーク
ガイドウォーク 西岡公園の野鳥や植物をガイドボランティアと一緒に観察しませんか？
日 時 ５月５日（金）、１２日（金）、１９日（金）、２６日（金） １３：００～、２時間程度（５～６月は毎週金曜日）
参加費 １００円（保険代込）
申し込み 不要、当日１３：００に管理事務所集合
■子りす工房 森の工作のボランティアスタッフがサポートしてくれる木工クラフト教室。テーマを決めず、事務所内にある様々な
見本と同じものを作って良し！自分が作りたいものを作っても良し！豊富な森の材料を使って、自由に工作を楽しむ時間です。
日 時 ５月２８日(日)、１０：００～１２：００
場 所 西岡公園管理事務所 対 象 小学生以上、未就学児は保護者同伴
参加費 こども３００円、おとな５００円（材料費、保険代込）
申し込み 不要（５名以上で参加希望は事前に連絡下さい）
主催/
主催/問い合わせ 西岡公園管理事務所(札幌市豊平区西岡４８７番地 Tel０１１－５８２－００５０、Fax５８２－００９９、火曜休館)

滝野すずらん丘陵公園のイベント
■シラネアオイと春の野の花まつり 期間 ５月１０日（水）～５月２１日（日） 場所 滝野の森ゾーン西エリア、東エリア
■森のガイドツアー・春 公園ボランティアの案内で、山野草が芽吹き始めた “自然博物園”を案内。参加無料、定員２０名。
日時 ５月１０日(水)～６月２８日(水)までの毎週水曜・日曜、１０：３０～、１３：００～（６０分～９０分）
集合 森の情報館
■早春の山野草観察会 日時 ５月６日(土)、１０：３０～１２：３０ 参加費 無料
定員 ２０名（予約優先） 集合 森の情報館
■お花見ガイドウォーク 日時 ５月１３日(土)、１０：３０～１２：３０ 参加費 無料 定員 ２０名（予約優先） 集合 森の交流館
■シラネアオイと春の野の花満喫ツアー 日時 ５月２０日(土)、１０：００～１４：３０ 参加費 無料
定員 ２０名（予約優先）
集合 森の情報館
備考 昼食持参
■はじめての森遊び「滝野の森でおさんぽデビュー！」 親子で森の中での楽しみ方を体験。３歳以上の子供と保護者対象。
日時 ５月１４日(日)、１０：３０～１２：００
参加費 無料
定員 ２０名（予約優先）
集合 森の交流館
■冒険遊び場 きのたんの森 滝野式プレーパークを開催。時間内出入り自由。
日時 ５月７日、５月２１日、６月４日、６月１８日、１２：００～１４：３０
参加費 無料
定員 なし
集合 森の教室
主催/
主催/申し込み 滝野管理センター（札幌市南区滝野２４７番地 Tel０１１－５９４－２２２２、http://www.takinopark.com/）

ウトナイ湖野生鳥獣保護センターのイベント
■春のウトナイ湖・ウォークラリー 自然観察路を歩きながら、途中のポイントで自然に関するクイズに挑戦。参加賞あり。
日 時 ４月２９日（祝）、３０日（日）、５月３日（祝）、４日（祝）、５日（祝）、６日（土）、７日（日）、各日１０：００～１６：００の間、随時
場 所 ウトナイ湖野生鳥獣保護センターおよび自然観察路
参加費 無料
対象等
対象等 どなたでも、申し込み不要
主 催 ウトナイ湖野生鳥獣保護センター(苫小牧市植苗１５６－２６、Tel０１４４－５８－２２３１、月曜休館)

札幌市豊平川さけ科学館のイベント
〈サケ稚魚体験放流〉 誰でもサケの稚魚を放流できます。サケ稚魚放流証は期間中先着４０００枚進呈。
日時 ５月３日（祝）・６日（土）１３：００～１５：００、５月４日（祝）・５日（祝）１０：００～１５：００（時間内いつでもすぐに放流できます）
対象 小学３年以下の方は保護者同伴
費用 無料
備考 申し込み不要。会場はさけ科学館横の放流水路。
〈サケたちのエサやり体験〉 ヤマメやニジマスなどのサケのなかまにエサをやることができます。無料、申し込み不要。
日 時 ５月１３日（土）、５月２０日（土）、５月２７日（土）、いずれも１４：００集合
対象 小学３年以下の方は保護者同伴
主 催 札幌市豊平川さけ科学館（〒００５－００１７札幌市南区真駒内公園２－１、Ｔｅｌ０１１－５８２－７５５５、月曜休館）

あなたも自然案内人 ネ イ チ ャ ー ゲ ー ム リ ー ダ ー 養 成 講 座
講座を修了し、検定に合格された方はネイチャーゲームリーダーとして指導員登録ができます。
日 程 ５月２０日（土）９：３０～２１日（日）１７：００
参加費 一般１９０００円、学生１８０００円、フレッシュアップ受講１３５００円
場 所 帯広の森はぐくーむ、帯広の森研修センター（帯広市南町南９線４９番地、Tel０１５５－６６－６２００）
申し込み方法 下記へ名前、住所、電話番号をお知らせ下さい。参加要項を送ります。５月１０日締め切り。
主 催 北海道シェアリングネイチャー協会（中村典代 Tel０９０－６２６１－６３１１、Fax０１５５－６３－２１４２、donguri8@mac.com）

円山公園外来植物除去ボランティアの募集
ボランティアの方々を募集し、外来植物の除去を行います。対象植物は主にせり科のイワミツバという外来植物です。
作業日予定 ５月～１０月までの第３金曜日（１０：００～１１：３０）。第１回は５月１９日（金）です。臨時の作業日もあります。
主催/
主催/申込み 北海道自然保護協会（Tel０１１－２５１－５４６５、Fax０１１－２１１－８４６５、Eメール info@nc-hokkaido.or.jp）
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６月の行事案内
日

場 所

内 容

主催団体の連絡先は３ページ

集 合

参加費 主催

その他

１(木) 中央区 円山公園
ちびっこ遊び隊
10:00 パークセンター（0～４歳親子対象）
300円 自然 申 ５/２から
３(土) 野幌森林公園
春の野幌の森を歩く 10:00 野幌森林公園大沢口駐車場
100円 観察 親子歓迎
３(土) 苫小牧市ウトナイ湖 湖畔林から草原､湖畔 8:30 ＪＲ千歳線「植苗」駅
100円 観察 昼
＊ＪＲ札幌駅７：０８発、「苫小牧」行き列車に乗車、「植苗」下車。無料駐車場あり。
４(日) 豊平区 西岡水源池 早朝探鳥会
5:00 西岡公園管理事務所前
300円
札
４(日) 豊平区 西岡水源池 定例探鳥会
9:00 西岡公園管理事務所前
300円
札
４(日) 野幌森林公園
森の新緑観察会
10:00 自然ふれあい交流館（大沢口）
無料 野幌 約３㎞コース
４(日) 小樽市 なえぼ公園
早朝探鳥会
5:00 なえぼ公園森の自然館
無料 小樽 ｵｵﾑｼｸｲ等
４(日) 植苗ウトナイ
探鳥会
9:10 ＪＲ千歳線「植苗」駅前
無料
愛 昼 苫小牧共催
４(日) 真狩村、留寿都村
橇負山、ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ 8:30 地下鉄真駒内駅前
4500円 森遊 申昼
４(日) 中央区 藻岩山
もっと藻岩山
10:00 旭山記念公園駐車場
100円 観察 昼
＊解散は慈啓会駐車場。交通：地下鉄円山公園駅バスターミナル発、ＪＲバス「旭山公園前」行き。
５(月) 南区 駒岡小学校
山のお話(伴次雄氏） 11:00 駒岡小学校
無料 森遊 申
６(火) 中央区 中島公園
ちびっこ遊び隊
10:00 中島児童会館前（0～４歳親子）
300円 自然 申 ５/２から
７(水) オロフレ山
登山（花）
南平岸駅、札幌市役所（詳細問合せ）
5000円 遊悠 申昼
７(水) 石狩ﾊﾏﾅｽの丘公園 動植物の観察と記録 9:00 石狩浜海浜植物保護センター
無料 定観
８(木) 南区 藤の沢小学校 学校林下刈ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 8:30 地下鉄真駒内駅前
無料 森遊 申昼
１０(土) 南区 真駒内保安林 森散策､保養ｾﾝﾀｰ
9:00 地下鉄真駒内駅前
2000円 森遊 申 昼食付き
１１(日) 中央区 円山公園
定例探鳥会
9:00 円山公園南大通側入口
300円
札
１１(日) 清田区 平岡公園
湿原の変わる様子
10:00 平岡公園第一駐車場
100円 観察
１１(日) 石狩市 真勲別
探鳥会
9:00 北洋銀行小樽駅前支店(車使用)
500円 小樽 申昼
１１(日) 美唄山
登山（花、山菜）
南平岸駅、札幌市役所（詳細問合せ）
5000円 遊悠 申昼
１１(日) 白石区 厚別川
探鳥会
9:00 川下公園駐車場
無料
愛昼
＊地下鉄東西線白石駅発、中央バス川下線にて「川下公園前」下車。
１１(日) 小樽自然の村周辺 「自然の村」観察会
10:00 小樽自然の村駐車場
100円 観察
＊小樽駅前（交番前）から９：３０発、自然の村行き無料バス（時間は確認して下さい）。
１３(火) 野幌森林公園
森づくりﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
9:00 野幌森林公園大沢口
無料 森遊 申昼
１４(水) 野幌森林公園瑞穂池 はじめての自然散歩 10:15 野幌森林公園案内所前
1000円 自然 申 昼
＊新札幌バスターミナル北レーン⑩番乗り場１０：００発、ＪＲバス開拓の村線［新２２］にて「野幌森林公園」下車。
１７(土) 野幌森林公園
森のひみつを探ろう 10:00 自然ふれあい交流館（大沢口）
無料 野幌 申 5/18より
１７(土) 小樽水族館
磯遊び(親子対象)
10:00 小樽水族館入り口（入場料別途）
500円 自然 申 6/2から
１７～18 天塩岳ほか
登山
南平岸駅、札幌市役所（詳細問合せ）
問合せ 遊悠 申昼
１８(日) 豊平区 西岡水源池 月例自然散歩
9:00 西岡公園管理事務所前
100円
西
１８(日) 白石区 厚別川河畔 カッコウ探鳥会
9:00 川下公園ピクニック広場駐車場
300円
札
１８(日) 南区奥定山渓国有林 下刈作業と森学習
8:30 地下鉄真駒内駅前
1500円 森遊 申昼
１８(日) 野幌森林公園
探鳥会
9:00 野幌森林公園大沢口
無料
愛昼
１８(日) 野幌森林公園
フラワーソンに参加
10:00 自然ふれあい交流館（大沢口）
無料 道博 申 5/19より
１８(日) 苫小牧市 豊川町
近所の自然散歩
9:00豊川町コミュニティセンター玄関前
無料 自然 申
１８(日) 石狩ﾊﾏﾅｽの丘公園 動植物の観察と記録 9:00 石狩浜海浜植物保護センター
無料 定観
＊交通：中央バス「石狩行き」に乗車「石狩温泉前」下車、海側に歩いて約４分。北海道フラワーソンを兼ねて行います。
１８(日) 余市川
オコジョの会
10:10 ＪＲ仁木駅
1300円 オコ 申昼４㎞歩き
申昼
＊余市川桜並木里山散歩。札幌駅８：４３発小樽行き列車に乗車、小樽から倶知安行きで「仁木」下車。
１８(日) 小樽市 オタネ浜
奇跡の自然砂浜海岸 10:00 新川河口駐車場
100円 観察 帽子、水
＊新川河口～石狩湾新港。交通：手稲駅北口から「山口団地」行きバス、山口団地より、新川を左手に徒歩３０分。
２０(火) 石狩浜
さっぽろ自然散歩
9:40 中央バス「石狩」バス停
1000円 自然 申昼
２４(土) 小樽市 丸山山麓
薄暮探鳥会
18:00 北洋銀行小樽駅前支店(車使用)
300円 小樽 申 ﾖﾀｶ等
２５(日) 石狩市 浜益海岸
海岸名所散策
8:30 大通テレビ塔下
5000円 森遊 申昼
２５(日) 東区 福移
探鳥会
9:00 福移小中学校前
無料
愛昼
＊地下鉄東豊線環状通東駅発、中央バス北札苗線に乗車、「福移小学校通」下車、徒歩５分。
２８(水) 野幌森林公園
村野鎌田と自然観察 10:00 野幌森林公園大沢口
1000円 自然 申

野幌森林公園自然ふれあい交流館 イベント・展示（９：００～１７：００、平日の月曜休館）
■もりの工作コーナー「にょろ×２へび」 ４月２２日(土)～５月７日(日)、無料、当日受付。
■もりの工作コーナー「ぴろ×２ とり笛」 ５月２０日(土)～６月２５日(日)、無料、当日受付。
■「交流館の１年 活動紹介展」 ４月８日(土)～５月３１日(水)
主催/
主催/会場 野幌森林公園自然ふれあい交流館（江別市西野幌６８５－１ Tel０１１－３８６－５８３２）
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下草刈ボランティア募集 みんなで森林づくり よみがえれ！「野幌の森」２０１７
北海道森林管理局では、平成１６年の台風により大規模な風倒被害が発生した野幌森林公園において、自然林再生を進めて
います。植栽を終えてすくすくと育っている再生地では草刈などの手入れも必要です。皆さんも下草刈活動に汗を流しませんか。
日時 ６月２１日（水）、９：３０～１２：００（受付は９：１５～百年記念塔前） 場所 野幌森林公園内 募集人数 先着２５名
その他 ○下草刈作業のできる服装（長袖・長ズボン）と長靴など。 ○作業道具等は主催者で準備。 ○雨具、弁当、飲み物は各
自で用意。 ○傷害保険は各自にてお願いします。 ○小雨決行（悪天候の場合は中止もあります）
申込方法 名前、フリガナ、年齢、性別、住所、電話を明記し、６月５日（月）までに、ＦＡＸ、郵送、電子メールで申し込み。
主 催 北海道森林管理局石狩地域森林ふれあい推進センター（064-0809 札幌市中央区南９条西２３丁目１番１０号
Tel０１１－５３３－６７４１、Fax５３３－６７４３、http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/isikari_fc/、h_ishikari_f@maff.go.jp）

ツアーのご案内
自然フィールドたび倶楽部 ℡０７０－６６０５－７５５２ Fax７３１－７０１１ nf_tabi@yahoo.co.jp (担当：菊池)
●ブータン西部 花の峠でフラワーハイキング８日間 ７月１７日(月)～２４日(月) 千歳発着３９８,０００円（６名から実施） 隠れ谷の
里と異なる２つの峠でケシの仲間や温室植物“セイタカダイオウ”など高山植物を楽しむ、コンパクトな日程で行くブータンの花旅。
●根室半島 フラワーウォッチング３日間 ６月２０日（火）～２２（木） 札幌駅発着８９,８００円
霧に包まれた冷涼な独特な自然環境の根室半島。その丘陵台地には湿草原や湖沼が点在し高山植物が多種多様。根室なら
ではの花々や近郊の霧多布湿原なども合わせてを楽しみながら、近年人気の落石ネイチャークルーズでエトピリカなど海鳥ウォッ
チングも。ＪＲ移動で効率的な行程で道東の貴重な自然に触れる旅。

花の山アポイ岳登山 主催：様似町アポイ岳ジオパーク推進協議会 Tel０１４６－３６－２１２０
アポイ岳ジオパーク認定ガイドと行く、可憐な高山植物と出会う旅。登山の経験があり、普段から運動をされている方対象。
日 程 ６月６日(火)～７日(水)
料 金 ２０,６００円（現地集合解散、、１泊３食付き）
行 程 ６月６日、各自アポイ山荘にチェックイン（夕食付き）。６月７日、登山後に入浴、１３：３０頃解散。
申し込み 日交ハイヤー（Tel０１４６－２２－３１５３、Fax０１４６－２２－０２７５）、５月１２日締め切り。

エコ・ネットワークまとめて情報
イベント情報
■エコ・ウォーキング番外編 チェリーウォーク 小樽手宮公園と長橋なえぼ公園で桜見歩き 小樽運河や旧手宮線などの歴史遺産
と手宮公園や長橋なえぼ公園などバラエティに富んだフットパスを楽しめます。咲き始めの桜も体感できるでしょう。現地集合
解散。■日時 5月2日（火） ■定員 20名（先着順、要申込）
■第9
■第9回ロングパスウォーク さっぽろ周回ウォークウェイ 定山渓への道～ 札幌駅を起点に定山渓温泉まで4回に分けて歩きます。
定山渓鉄道の跡を一部辿るのも魅力のひとつです。6月の新緑の季節に歴史を感じながら歩きませんか？エコ友クラブ会員
の方は1回のみの参加も可。会員以外は2回以上参加できる方のみ申し受けます。詳細はお問合せ下さい。
■日時 ①6月6日②13日③20日④27日（全火曜日） ■定員 各回30名 ■参加費 各回1,000円
■第25
■第25回全道フットパスの集い
25回全道フットパスの集い in さっぽろ 初日は札幌市南区駒岡地区の「駒岡の自然フットパス」を歩き、講演会、交流会を。
2日目は北区「大平百合が原フットパス」、手稲区の「手稲フットパス」から選んで。札幌のフットパスを盛り上げましょう！詳細問
合せ。■日時 6月24日（土）、25日（日） ■定員 各回100名 ■参加費 フットパス各500円、講演会無料、交流会4,000円

エコ・ネットワーク新着本のご案内
「自然は誰のものか」￥1,620
「自然は誰のものか」￥1,620 著：石城謙吉 335頁
335頁 B6判
B6判
自然と環境を巡る様々な活動に向き合ってきた著者が、講演した多岐にわたる内容を11編にまとめたもの。
「タンポポハンドブック」￥1,350
「タンポポハンドブック」￥1,350 著：保谷彰彦 88頁
88頁 ハンドブック判
日本で見られる約30種（亜種や変種、品種も含む）のタンポポ識別図鑑。誰でも簡単に名前を調べられます！
「世界の狩猟と自由狩猟の終わり」￥3,240
「世界の狩猟と自由狩猟の終わり」￥3,240 著：A.D.
著：A.D.マンフレディーニ
A.D.マンフレディーニ 478頁
478頁 A5判
A5判
古代ローマ法から現代に至る世界の狩猟を的確に説述した邦訳です。

営業時間：月～金曜の9：30～17：30（土、日曜、祝日は休み）。2,000円以上お買い上げの方は送料サービス。
〒060-0809 札幌市北区北９条西４丁目エルムビル８Ｆ エコ・ネットワーク
TEL.011-737-7841 FAX.011-737-9606 E-mail.eco@hokkai.or.jp HP.http://city.hokkai.or.jp/~eco/

北海道ウオッチングガイド
北海道ウオッチングガイドは、道内で行われる自然関係イベントの情報を広く提供するためのフリーペーパーです。協力団
体により毎月約６,０００部が無料配布されます。ホームページからもご覧になれます。郵送の場合は年間購読料１,３００円
（切手でも可）をご負担ください。購読の申し込み、情報掲載（無料）の申し込みは下記へ。
発行所： 自 然 ウ オ ッ チ ン グ セ ン タ ー
〒005-0005札幌市南区澄川５条１０丁目４－１６
Tel ０１１－５８３－５２０８
Fax ０１１－５８３－５２３３
E-メール pxp03576@nifty.com
ホームページ http://shizen.la.coocan.jp/
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