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№３３５ ２０１７年 ８月１日

８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。
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。

８月の行事案内
日

場 所

内 容

主催団体の連絡先は２ページ

集 合

参加費 主催

その他

１(火) 登別ふぉれすと鉱山 野菜収穫、畑ランチ 10:00 道の駅だて歴史の杜(大人対象)
2800円 鉱山 申 定員６名
２(水) 石狩はまなすの丘公園 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。
３(木) 野幌森林公園
夏の森の観察会
10:00 北海道開拓の村前
無料 野幌 昼
＊瑞穂の池方面、約４㎞。夏の花などを観察。
４～６ 登別ふぉれすと鉱山 夏休みｽﾍﾟｼｬﾙｳｨｰｸ 10:00 登別ふぉれすと鉱山
実費 鉱山
＊川遊び、野遊び、Cafeなど様々な楽しみ。３日連続で来ても楽しめる。川遊びのできる格好で。着替えも持参。
５(土) 支笏湖
親子で生き物さがし 9:45 支笏湖ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ(小学生以上)
無料 支財 申 定員１０
５(土) 石狩はまなすの丘公園 自然観察会
10:30 はまなすの丘ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ駐車場
無料 海辺 １.５時間程度
５(土) 登別ふぉれすと鉱山 ガイドウォーク 夏の森 10:30 登別ふぉれすと鉱山
200円 鉱山 申 定員１５名
５(土) 登別ふぉれすと鉱山 夜の森ウォッチング 19:00 登別ふぉれすと鉱山
200円 鉱山 申 定員３０名
５(土) 野幌森林公園
トノサマバッタ
10:00 自然ふれあい交流館（大沢口）
無料 道博 申
＊「トノサマバッタを追いかけよう」、小中学生対象（小学生は保護者同伴）。先着４０名、７/６より受付。
６(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
＊地下鉄澄川駅前から中央バス「西岡環状線 澄７３」に乗車、「西岡水源池」下車。徒歩１分。
６(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 カラ類等
６(日) 今金町 美利河丸山 登山
南平岸駅、札幌市役所他（詳細問合せ）
5000円 遊悠 申昼
６(日) 支笏湖支寒内
ドロノキ見学
9:00 詳細問い合わせ(中学生以上対象） 3000円 支財 申昼 定員１０
６(日) 七条大滝、口無し沼 ウォーキング＆カヌー 9:00 千歳市役所駐車場
2500円 ﾄｩﾚ 申昼
＊支笏湖近くの七条大滝と口無し沼で一日まるごと遊びます。定員２０名。
８(火) 豊平区 札幌ドーム
さっぽろ自然散歩
10:00 地下鉄福住駅③番出口
1000円 自然 申
＊公園のように整備された、ドームのまわりを散策。福住駅③番出口を出て、イトーヨーカドー入り口前に集合。
１１(祝) 野幌森林公園
森手入れボランティア 9:30 野幌森林公園大沢口入り口
無料 森遊 申
１１(祝) 高丘森林公園
昆虫観察会
13:00金太郎の池駐車場（緑ヶ丘公園内）
100円 ﾏﾕﾐ
＊苫小牧市清水町。小学生対象（小３以下保護者同伴）。
１１(祝) 白老町 ヨコスト湿原 オコジョの会
11:00 ＪＲ白老駅
1300円 オコ 申昼
＊太平洋岸の海浜植物と野鳥。交通：札幌駅発８：２７、ＪＲ苫小牧行、苫小牧で東室蘭行に乗り換え。ＪＲ代各自負担。
１３(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 ｵｼﾄﾞﾘ､ｱｶｹﾞﾗ
１３(日) 大雪山 旭岳裾合平 登山（花）
南平岸駅、札幌市役所他（詳細問合せ）
5000円 遊悠 申昼
１６(水) 石狩はまなすの丘公園 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
１８(金) 登別ふぉれすと鉱山 リバートレッキング
9:30 登別ふぉれすと鉱山（大人対象）
1000円 鉱山 申昼 定員１０
１８(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。
１９(土) 登別ふぉれすと鉱山 魚道掃除と魚調査
10:00登別ふぉれすと鉱山（小学１～６年）
200円 鉱山 申昼
１９(土) 登別マリンパークﾆｸｽ 夜の水族館
登別マリンパークニクス（時間問合せ）
1800円 鉱山 申 定員２０名
＊赤いセロファンを貼った懐中電灯持参。その他、動きやすい服装、飲み物。小学生900円、幼児200円。
１９(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
＊「遺伝的多様性から見たオオタカとオガサワラグワ」､河原孝行氏（森林総合研究所北海道支所）。定員２０名。
２０(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
２０(日) 支笏湖
生き物探ししようDay! 10:00詳細問い合わせ(小学１～３年対象)
500円 支財 申昼 定員８
２０(日) 石狩市 石狩川河口 探鳥会
9:30 はまなすの丘ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ駐車場
無料
愛昼
＊中央バス札幌ターミナル発、石狩行バスにて終点「石狩」下車、徒歩２０分。
２０(日) 苫小牧市緑ヶ丘公園 自然観察会
10:00 緑ヶ丘公園金太郎の池駐車場
100円 道ボ
＊ＪＲ苫小牧駅北口から道南バス「０３鉄北北口線」で「総合運動公園」下車、徒歩約１０分。駅北口から徒歩約３０分。
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８ 月 の 行 事 案 内 （続き）
日

場 所

内 容

集 合

主催団体の連絡先は２ページ

参加費 主催

その他

２０(日) 徳舜瞥山､ホロホロ山 縦走登山
南平岸駅、札幌市役所他（詳細問合せ）
5000円 遊悠 申昼
２３(水) 石狩市親船～望来 海岸フットパス
8:30 大通テレビ塔下
4000円 森遊 申昼
２３(水) 鹿追町 然別湖
自然観察会「風穴」 9:30 然別湖畔温泉（小学生以上対象）
2000円 ボレ 申 定員１０名
２６(土) 真駒内保安林と駒岡 自然散策と入浴
9:00 地下鉄真駒内駅前
2000円 森遊 申昼食入浴付
２６(土) 寿都町
ﾜﾝﾊﾟｸ遊び隊 磯遊び 7:30 地下鉄真駒内駅前(４歳～小３親子) 3000円 自然 申 ８/１から
２６(土) 支笏湖
親子で生き物さがし 9:45 支笏湖ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ(小学生以上)
無料 支財 申 定員１０
２６(土) 登別ふぉれすと鉱山 野鳥の森手入れ等
10:00 登別ふぉれすと鉱山
200円 鉱山 申 定員２０名
２７(日) 支笏湖モラップ一ノ沢 森と谷の探検ツアー 9:00 詳細問い合わせ(中学生以上）
3000円 支財 申昼 定員１０
２７(日) 小樽市 張碓海岸
探鳥会
9:00 中央バス「張碓小学校前」バス停
無料 小樽 昼 ｱｵﾊﾞﾄ等
２７(日) 苫小牧市 ウトナイ湖 外来種除去作業
9:00 ウトナイ湖ﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰ駐車場
無料 ﾄｩﾚ 申昼
２７(日) ピンネシリ
登山
南平岸駅、札幌市役所他（詳細問合せ）
5000円 遊悠 申昼
２７(日) 登別ふぉれすと鉱山 川遊び～探検編
10:00 登別ふぉれすと鉱山（小４～中３）
200円 鉱山 申昼
２７(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「鵡川四季の館前」下車。
２９(火) 清田区 東部緑地
虫に注目 自然散歩
10:15 東部緑地パークゴルフ場入り口
1000円 自然 申
＊新札幌ターミナル９：５５発、ＪＲバス「新１１ エデンの街線」にて「上野幌３条５丁目」下車、徒歩７分。無料駐車場あり。
３０(水) 石狩はまなすの丘公園 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
３０(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
＊新札幌バスターミナル北レーン⑩番乗り場９：２６発､ＪＲバス文京台線［循環新８３］で「文京台南町」下車､１０分。
３１(木) 樽前ガロー、白老等 スケッチバス
8:15 札幌駅北口団体バス乗り場
8800円 スケ 申 ﾗﾝﾁ付き

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
遊悠…
090-3399-0202藤野
遊悠…遊悠倶楽部
小樽…日本野鳥の会小樽支部
0134-22-0185梅木
小樽…
支財…自然公園財団支笏湖支部
0123-25-2453
支財…
ﾏﾕﾐ…自然観察グループまゆみの会
0144-73-7560福井
ﾏﾕﾐ…
海辺…
090-1388-4400
海辺…いしかり海辺ファンクラブ
ボレ…ボレアルフォレスト
0156-67-2677
ボレ…
スケ…北海道スケッチ倶楽部
011-731-7000
スケ…
ヨコ…ヨコスト湿原友の会
0144-82-3598中野
ヨコ…
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
011-897-7186室野
道ボ…

講座・イベントのご案内
講演会 自然保護と訴訟の課題～サホロ・ナキウサギ裁判控訴審に向けて～
佐幌岳北斜面のスキー場造成により準絶滅危惧種のエゾナキウサギの生息地が失われるため、２０１３年に十勝自然保護協会
と研究者ら２名が、国や道に国有林の使用や開発許可処分の無効確認を札幌地裁に求めましたが、本年５月退けられ、６月札幌
高裁に控訴しました。一審での自然保護をめぐる論点を整理し、控訴審への課題を提起します。
日 時 ８月５日（土）、１３：３０～１５：３０（１３：００開場）
場 所 とかちプラザ研修室３０７（帯広市西４条南１３丁目１）
講 師 弁護士 市川守弘氏
参加費 無料
定 員 ４０名（必ず下記にお申し込みください）
主 催 十勝自然保護協会（事務局 Tel/Fax０１５－５７２－４０１２川内、Eメール kazu2510@athena.ocn.ne.jp）

学習会 大型風車低周波音による健康影響を学ぶ
新港周辺に建設間近の大型風車２０基は石狩市に何をもたらすのでしょうか？ 全国各地での被害例から学びます。石狩市花
畔に近い石狩湾新港工業団地に３２００ｋＷの巨大風力発電機が７基、新港西側の銭函海岸にも３４００ｋＷのものが１０基建設さ
れます！ ライジングサンロックフェスティバル会場では３３００ｋＷの巨大風力発電機２基の工事が始まっています。羽根の直径は
１０８ｍもあり、１４８ｍの高さは札幌テレビ塔と同じくらいです。大型風力発電機から発生する低周波音は、頭痛・めまい・吐き気・
睡眠障害等の原因になります。被害は世界（ドイツ・デンマーク・オーストラリア・カナダなど）で報告されています。建設され、稼働
してしまうと、健康被害が出ても風力発電機を止めることは困難になります。私たちは安全に暮らし、働くことはできるのでしょう
か？
日 時 ８月２０日（日）１３：３０～１５：３０
場 所 花川北コミュニティセンター（石狩市花川北３－２、Tel０１３３－７４－６５２５）
講 師 安田秀子（日本自然保護協会自然観察指導員）
参加費 ３００円
主催/
主催/問合せ 石狩湾岸の風力発電を考える石狩市民の会(Tel/Fax０１３３-７４-６１９８安田、http://windterbin.lbcc-alumni.jp)
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講座・イベントのご案内
樽前山麓ネイチャーキャンプ
樽前山の麓、苫小牧市錦大沼湖畔でのこどもキャンプ。テントに泊まり、虫や水辺の生き物と遊ぶ２日間です。
日 程 ８月９日(水)１０：４５集合～１０日(木)１５：４５解散
集 合 ９日１０：４５アルテン内「ゆのみの湯」前（路線バスあり）
場 所 苫小牧市青少年キャンプ場（苫小牧市樽前４２１－４ オートリゾートアルテン内）
対象/
参加費 ５０００円（４食食費、プログラム費、保険料等）
対象/定員 小学３～６年生、２５名（先着順）
指 導 村井雅之（ゆうふつ原野自然情報センター）、自然ウオッチングセンタースタッフ
主催/
主催/申し込み 自然ウオッチングセンター（Tel０１１－５８３－５２０８ Fax５８３－５２３３、pxp03576@nifty.com）

札幌水源の森づくり２０１７
定山渓の森（国有林）は、私たち市民にとって豊かでおいしい水を育む大切な水源の森です。「札幌水源の森づくり」は、市民
のみなさんと一緒に貴重な財産である水源の森を育み、次世代へ引き継ぐ取り組みです。
日 時 ８月２６日(土)、１０：００～１３：００（雨天決行）
会 場 創成川公園・狸二条広場（札幌市中央区南３条東１丁目）
内 容 ◯ポット苗木を作る（４００個）、◯花の苗プレゼント（先着１５０名）、◯きぼう（木棒）づくり（被災地に「きぼう」でメッセージを
送る）、◯「森・水」等のクイズコーナー、◯木の漢字パズルコーナー、など
主 催 林野庁北海道森林管理局、札幌市（問い合わせ：石狩地域森林ふれあいセンター Tel０１１－５３３－６７４１）

ぶらしっち～夏の農家ランチ付きガイドウォーク～
季節やテーマで吟味した、その日オリジナルのコースをスタッフがご案内。気持ちよく歩いたあとは、こめ粉食Ｌｏｖｅ（地域の農家
のお母さん達）が作る地場産・旬野菜たっぷりのお昼ご飯をいただきます。今回のガイドウォークのテーマは…『宮島沼の原風景と
歴史をたどるガイドウォークｐａｒｔ２～幻のビーチと神社の沼を探せ！』です。宮島沼の周囲を歩き、石狩湿原の痕跡や開拓の史
跡を紹介しながら、宮島沼の原風景と歴史を紐解きます。
日 時 ８月２０日（日）、１０：００～１４：００
集合場所 宮島沼水鳥・湿地センター（美唄市西美唄町大曲３区）
定 員 １５名
参加費 ２,３００円
申込み方法 名前、住所、緊急時連絡先を、宮島沼水鳥・湿地センター（担当：牛山）までお知らせください。８月１３日締め切り。
申し込み先 宮島沼水鳥・湿地センターTel０１２６－６６－５０６６、Fax０１２６－６６－５０６７、メール：mwwc@dune.ocn.ne.jp
http://miyajimanumaproject.blog.fc2.com/blog-entry-101.html
主 催 宮島沼水鳥・湿地センター、宮島沼プロジェクトチーム、こめ粉食Love

宮島沼カントリーフェス2017
『宮島沼カントリーフェス』は、「食と自然」、「体験と交流」をキーワードにした手作りの農業祭です。旬の野菜や果物の軽トラ市は
もちろん、長靴飛ばし大会やキッズカーニバル、サイエンスブース、ドジョウのタッチプール、ヨシ紙や羊毛フェルトなどのクラフト教
室など内容もりだくさん！ きゅうりの早食い大会では豪華賞品が当たります。
日 時 ８月２７日（日）、１０：００～１５：００
集合場所 宮島沼水鳥・湿地センター（美唄市西美唄町大曲３区）
問い合わせ先 宮島沼水鳥・湿地センター（Tel０１２６－６６－５０６６、Fax０１２６－６６－５０６７、メール：mwwc@dune.ocn.ne.jp）
主 催 宮島沼水鳥・湿地センター(http://miyajimanumaproject.blog.fc2.com/blog-entry-102.html）、宮島沼プロジェクトチーム

札幌市豊平川さけ科学館のイベント
〈サケたちのエサやりとサケ教室〉
サケたちのエサやりとサケ教室〉 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。小３以下は保護者同伴。
日時 ８月６日（日）、８月２７日（日）、１３：３０～サケのいない時期のサケ教室、１４：００～サケたちのエサやり
費用等
集合場所 さけ科学館本館事務室前
費用等 無料、申し込み不要
〈公開さかな調査〉
公開さかな調査〉 川の生き物の捕り方を紹介し、即席タッチプールでさわる体験をする。小３以下は保護者同伴。
日時 ８月１２日（土）、１０：００～１１：００
費用等
費用等 無料、申し込み不要
会場 琴似発寒川農試公園橋下流（西区八軒５条西１０丁目付近）
〈真駒内川ミニすいぞくかん〉
真駒内川ミニすいぞくかん〉 水槽に入れた川の生き物を見て、さわる体験をする。小３以下は保護者同伴。
日時 ８月１９日（土）、１４：００～１５：００
費用等
費用等 無料、申し込み不要
会場 さけ科学館本館横（雨天時さけ科学館実習館）
〈巡回写真展「アラスカのサケたち カラフトマス編～海と森をつなぐ旅」〉 アラスカで次世代に命をつなぐためにたくましく生きるサ
ケの仲間の水中写真展。申し込み不要。
日時 ７月１５日（土）～８月２７日（日）９：１５～１６：４５
会場 さけ科学館本館展示ホール
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）

支笏湖

夏の自然観察会

夏真っ盛りの支笏湖園地。草花や樹木の様子を観察しながら、散策しましょう。昨年は、ツルアジサイやヨツバヒヨドリ等の植物が
見られました。案内はパークボランティアが行います。
日 時 ８月６日（日）、９：５０集合～１２：００解散予定（荒天中止）
集合場所 休暇村支笏湖駐車場
参加費 無料
持ち物 飲み物、歩きやすい服装、歩きやすい靴、帽子、雨具
その他 共催の休暇村支笏湖より日帰り温泉半額券を進呈
申し込み 参加者全員の氏名、年齢、連絡先をお知らせ下さい。当日参加も可。
定 員 １５名
主催/
主催/申し込み 支笏湖自然保護官事務所（Tel０１２３－２５－２３５０、Fax２５－２３５１、平日８：３０～１７：１５、土日祝休み）
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講座・イベントのご案内
ウトナイ湖野生鳥獣保護センターのイベント
■夏のウトナイ湖・ウォークラリー 約５００ｍの自然観察路を歩いて一周しながら、途中のポイントに設置された夏の自然に関する
クイズに挑戦！ 申し込み不要。各日随時受け付け。
日 時 ８月５（土）・６（日）・１１（祝）・１２（土）・１３（日）・１９（土）・２０（日）、各日１０：００～１６：００
場 所 ウトナイ湖野生鳥獣保護センター
参加費 無料
対象/
対象/定員 どなたでも、定員なし。
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)

西岡公園管理事務所のイベント
■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 ８月１１日（金）、２５日（金）、１３：００～、２時間程度（７月以降は第１・第３金曜日）
参加費 １００円（保険代込）
申し込み 不要、当日１３：００前に管理事務所集合
■いきものわくわくビギナーズ「＃
いきものわくわくビギナーズ「＃3 森の生きもの探検隊」
森の生きもの探検隊」 森の中にいる小さな気配、木の葉をめくると何がいるかな？
森にいる生きものの不思議を一緒に調べるイベントを開催します♪
日 時 ８月６日（日） １０：００～１５：００
講 師 福田洋之（北海道大学理学院）、長谷川理（ｴﾝｳﾞｨｼﾞｮﾝ環境保全事務所）
参加費 ２００円（保険込）
対 象 小学生
定 員 ２０名（要予約、先着）
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
■森のガイドツアー 少人数ごとにご案内。参加無料、定員２０名。予約受付。空きがあれば当日受付可。
日時 ８月２日(水)・６日(日)・９日(水)・１３日(日)・１６日(水)・２０日(日)・２７日(日) １０：３０～（９０分～１２０分） 集合 森の情報館
■滝野の森で生きもの探し
滝野の森で生きもの探し 滝野の森ゾーン西エリア自然博物園の田んぼの広場周辺に生息する生き物がどのくらいいるかを
調べるイベント。つかまえた生き物は持ち帰りできません。長袖、長ズボンで。虫網持参。申し込み不要、当日受付。
日時 ８月１３日(日)、１０：３０～１４：００（時間内出入り自由）
参加費 無料
集合 田んぼの広場
■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 ８月６日（日）･２０日（日）、１２：００～１４：３０
参加費 無料
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/）

ネイチャーゲームリーダー養成講座

深川市会場

あなたも自然案内人。公認ネイチャーゲームリーダー資格を取得できる講座です。自然を満喫するヒントがいっぱい。野外活動
指導者や教育関係者はもちろん、お子さんと身近な自然を楽しみたいパパやママ、自然や環境に興味のある方にもおすすめ。
日 程 １０月７日(土)９：３０～８日(日)１７：００
対象/定員 １８歳以上、２０名
場 所 北海道立青少年体験活動支援施設 ネイパル深川（深川市音江町２丁目７－１）
参加費 一般２０,０００円、学生１９,０００円、フレッシュアップ受講１４,５００円（宿泊費・食費・講習費・教材費・副読本代含む）
※指導員登録には参加費の他に別途費用が必要となります。詳しくは、日本協会ＨＰをご覧ください。
主催/
主催/申し込み 北海道シェアリングネイチャー協会（Tel０９０－２６９３－８３９９古川、１６：００以降、hokkaido.sn@gmail.com）
＊日本シェアリングネイチャー協会ＨＰに申し込みフォームを用意しています（http://www.naturegame.or.jp）

第１５回家 族 き の こ 観 察 会
自然林できのこを手に採り、五感をフルに活用し、親子で仲良く楽しく学ぶ。秋の味覚のきのこを美味しく、安心・安全に食べま
しょう。きのこ汁も有るよ！
日 時 ９月２４日（日）、９：００～１２：００（８：３０受け付け）、雨天中止
集合場所 旭山記念公園森の家前（札幌市中央区堺川）
参加費 三歳以上、一人３００円（きのこ汁、器と箸込み・傷害保険込み）、申し込み不要
主 催 ＮＰＯ法人藻岩山きのこ観察会（Tel/Fax０１１－６３１－８３４４ 中田、Nakata.03-m.k.k@jcom.home.ne.jp）

お

知

ら

せ

巡回ミニパネル展「ポロトコタンのいきものたち」（開催中、２０１８年３月末迄）
白老周辺にもあるアイヌも利用した動植物から、毎回ひとつを取り上げるミニパネル展。名前の由来、分布や特徴のほか、利用
法や成分、アイヌ語地名との関りなどについて紹介しています。８月末日までオオウバユリについて。随時更新します。
会場 ◯一般財団法人アイヌ民族博物館（白老町若草町２－３－４）
◯しらおいイオル事務所（白老町末広町２丁目６−４）
◯萩の里自然公園センターハウス（白老町字萩野316−1）
◯キウシト湿原ビジターセンター（登別市若山町２丁目）
◯ポロト自然休養林ビジターセンター（9月開始、白老町字白老ポロト自然休養林）
【連動企画】
◇ヨコスト湿原観察会 日時 ９月１０日(日)１０：００～
集合 ヨコスト湿原（白老町日の出町５） 料金 １００円 申し込み 不要
◇アイヌ文化教室「白老の浜辺とハマナス」 ハマナスの活用の「今、むかし」を通じて見つめる、植物利用の知恵と可能性。
日時 ９月１０日(日)、１３：３０～
場所 アイヌ民族博物館ポンチセ（予定）
参加費 無料（入館料必要）
申し込み 必要
講師 伊藤由起子氏（ライター・エディター）
主催/
主催/問い合わせ 一般財団法人アイヌ民族博物館（Tel０１４４－８２－３９１４、Fax０１４４－８２－３６８５）
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９月の行事案内
日

場 所

内 容

集 合

主催団体の連絡先は２ページ

参加費 主催

その他

２(土) 石狩はまなすの丘公園 自然観察会
10:30 はまなすの丘ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ駐車場
無料 海辺 １.５時間程度
２(土) 登別ふぉれすと鉱山 シャワークライミング 10:00 登別ふぉれすと鉱山（大人対象）
1000円 鉱山 申昼 定員８
２(土) 支笏湖 楓沢
森と谷の探検ツアー 9:00 詳細問い合わせ(中学生以上対象） 3000円 支財 申昼 定員１０
２(土) 支笏湖畔 紋別岳
秋の花、樹木
9:40 中央バス「支笏湖」バス停
100円 観察 昼
＊札幌駅７：４８発、ＪＲエアポートで千歳駅まで、千歳駅前８：５１発中央バス「支笏湖行き」で終点。有料駐車場あり。
３(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
３(日) 豊平区精進川
タネ、実、種子観察 10:00地下鉄中の島駅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ①出口横
100円 観察
３(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 ｴｿﾞﾋﾞﾀｷ､ｶﾗ類
３(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
３(日) 支笏湖
山のテッペン目指そう 10:00詳細問い合わせ(小学４～６年対象)
500円 支財 申昼 定員８
３(日) 美瑛町 扇沼山
登山
南平岸駅、札幌市役所（詳細問合せ）
5000円 遊悠 申昼
３(日) 中央区 藻岩山
もっともっと藻岩山
10:00 旭山記念公園駐車場
100円 観察 昼
＊地下鉄円山公園バスターミナル発、ＪＲバス「旭山記念公園前行き」に乗車。解散は慈啓会駐車場。
３(日) 恵庭公園
恵庭公園観察会
10:00 恵庭公園中央駐車場
100円 道ボ
＊植物や野鳥などの観察を楽しみましょう。交通：ＪＲ恵庭駅西口より、恵庭駅通りを南西へ１.２㎞（徒歩約１５分）。
５(火) 手稲本町市民の森
さっぽろ自然散歩
9:50 ＪＲバス「手稲本町」バス停
1000円 自然 申
＊手稲山麓の森。交通：地下鉄宮の沢駅ターミナル⑤乗り場9:31発、ＪＲバス「手稲線 手稲営業所前行き」など。
６(水) 石狩はまなすの丘公園 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。
７(木) 北区 麻生緑地
ちびっこ遊び隊
10:00 麻生緑地（0～４歳親子対象）
300円 自然 申 ８/１から
９(土) 小樽市 朝里天狗岳 登山
8:30 地下鉄真駒内駅前
3500円 森遊 申昼
９(土) 喜茂別町知来別の森 わんぱく遊び隊
8:30 地下鉄真駒内駅前(４歳～小３親子） 2000円 自然 申昼キノコ探し
９(土) 支笏湖畔 紋別岳
紋別岳を登ろう
9:45 支笏湖ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ(要体力)
無料 支財 申昼 定員１０
９(土) 野幌森林公園
秋の花観察
10:00 自然ふれあい交流館（大沢口）
無料 野幌 昼 ５.７㎞
９～１０ 暑寒別岳、増毛山道 登山
南平岸駅、札幌市役所（詳細問合せ）
問合せ 遊悠 申昼
１０(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
１０(日) いしかり調整池
探鳥会
9:30 調整池駐車場（石狩市北生振）
無料
愛 昼 交通なし
１０(日) 銭函海岸(新川河口) 探鳥会
9:00 北洋銀行小樽駅前支店（車使用）
500円 小樽 申昼 ｼｷﾞ類
１０(日) 支笏湖 楓沢
森と谷の探検ツアー 9:00 詳細問い合わせ(中学生以上対象） 3000円 支財 申昼 定員１０
１０(日) 苫小牧高丘森林公園 秋の草花・樹木・野鳥 9:30 金太郎の池駐車場（緑ヶ丘公園内）
100円 ﾏﾕﾐ
１０(日) 白老町 ヨコスト湿原 湿原観察会
10:00 ヨコスト湿原（白老町日の出町５）
100円 ヨコ 長靴
１０(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。
１２(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 ８/１から
１５(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 植物調査
１７(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
１７(日) 西クマネシリ山
登山、キノコ
南平岸駅、札幌市役所（詳細問合せ）
5000円 遊悠 申昼
１８(祝) 江別市・篠津旧兵村 フットパス散策
8:30 大通テレビ塔下
3000円 森遊 申昼
１８(祝) 室蘭市 測量山周辺 タカの渡り探鳥会
9:30 測量山唐松平
300円
札
２０(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
２０(水) 石狩はまなすの丘公園 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
２１(木) 鹿追町 然別湖
自然観察会
9:30 然別湖畔温泉（小学生以上対象）
2000円 ボレ 申 定員１０名
＊「秋色探し」。葉が色づき始める季節。今日一番のお気に入りの秋色を探して森を歩いてみましょう。
２３(祝) 白老 萩の里自然公園 萩の里公園観察会
9:30 萩の里自然公園センターハウス
100円 観察 駐車場あり
＊苫小牧駅７：４９発、ＪＲ東室蘭行き、または東室蘭駅８：０８発苫小牧行にて萩野駅下車。駅裏跨線橋渡り徒歩１５分。
２４(日) 小樽市 中野植物園 探鳥会
9:00 中野植物園(小樽市清水町26-30)
無料 小樽 入園料200円
２４(日) 支笏湖畔 紋別岳
紋別岳を登ろう
9:45 支笏湖ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ(要体力)
無料 支財 申昼 定員１０
２６(火) 大雪山 旭岳山麓
紅葉のトレッキング
8:00 大通テレビ塔下
10000円 森遊 申昼
２８(木) 南区 藤の沢小学校 地ごしらえ作業
8:30 地下鉄真駒内駅前
無料 森遊 申昼
２８(木) 余市川・古平方面
スケッチバス
8:15 札幌駅北口団体バス乗り場
8200円 スケ 申 弁当付き
２８(木) 大雪 沼ノ平
紅葉散策
南平岸駅、札幌市役所（詳細問合せ）
5000円 遊悠 申昼
２９(金)
野幌森林公園
ボランティア研修会 （詳細問い合わせ）
無料 野幌 申昼
～１０/１ ＊「ボランティアレンジャー育成研修会」。ガイド活動などを行うボランティア育成。３日間とも参加できる１８歳以上の方。
３０(土) 支笏湖 楓沢
森と谷の探検ツアー 9:00 詳細問い合わせ(中学生以上対象） 3000円 支財 申昼 定員１０
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エコ・ネットワークまとめて情報
イベント情報
■第26
■第26回全道フットパスの集い
26回全道フットパスの集いin
回全道フットパスの集いinニセコ
inニセコ 今年の秋で26回目になる全道フットパスの集いは紅葉シーズンのニセコ町で開催しま
す。通常のフットパスルートに加え、紅葉を迎える山岳ルートも選択可能！初日のウォーク後は作家・谷村志穂さんとエコ・ネッ
トワーク代表小川巌によるトークセッションが行われます。■日時 9月23日（土）、24日（日） ■内容 23日：①「紅葉探索林道コ
ース（約11ｋｍ）」②「文学歴史の散歩道（約11ｋｍ）」③「トークセッション＆フットパス報告会」④「交流会」 24日：⑤「開拓・歴史
を想う道（約11ｋｍ）」⑥「五色（ニセコアンヌプリ山ろく）コース（約6ｋｍ）」 ■参加費 ①⑥1,500円、②⑤500円、③無料、④4,00
0円（夕食込）。お問合せはニセコフットパス協会工藤まで（TEL：090-8903-5705）

エコ・ネットワーク新着本のご案内
エコ・ネットワーク新着本のご案内
「海辺に学ぶ」￥3,024
「海辺に学ぶ」￥3,024 著：川辺みどり 201頁
201頁 B6判
B6判
美しい海辺をいつまでも遺すために、持続的な利用のしかたやしくみづくりについて学び、考え、そして伝える。
「イギリス・ヘリテッジ文化を歩く」￥3,024
「イギリス・ヘリテッジ文化を歩く」￥3,024 著：宮北惠子、平林美都子 239頁
239頁 A5判
A5判
さあ、イギリスのヘリテッジを巡る旅へ！もっとイギリスを知りたい方にオススメです！図版多数！コラムも充実！

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/
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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「きち×２ バッタ」 ７月１５日(土)～９月２４日(日)、無料、当日受付。
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）
主催

ツアーのご案内
自然ウオッチングセンター日高耶馬渓で秋の花ウォッチング
日高耶馬渓は様似町に位置し、アポイ岳の山裾が海へ落ち込み、断崖を造っている景勝地。ここで日高の秋の名花、ヒダカミセ
バヤや、マツムシソウ、コハマギクなどの秋の花を探します。海岸をバスで移動しながら花を探しますので、どなたでも参加できま
す。ちょっとバス移動が長いですが、初秋の一日、海岸の風景と、札幌では見られない花たちを楽しみましょう。
日時 ９月１３日(水)
集合 ７：３０札幌駅東コンコース北口（１９：００頃帰着予定）
料金 ８０００円（バス代、保険料含む）
定員 ３０名
主催/
主催/申し込み 自然ウオッチングセンター（Tel０１１－５８３－５２０８ Fax５８３－５２３３、pxp03576@nifty.com）

自然フィールドたび倶楽部 ℡０１１－７３１－７０００ Fax７３１－７０１１ nf_tabi@yahoo.co.jp (担当：菊池)
●伊吹山・秋の花ウォッチングと琵琶湖・里山エコウォーキング ９月４日(月)～６（水） １４６,０００円、定員８名
“イブキ”と名が付く花で知られる関西一の花の名山。固有種が最も多く見られる季節、車で移動し雲上の花畑をのんびり花散
策。昔ながら水との共存生活を営む「生水（しょうず）の里」も訪れながら、ぐるりと琵琶湖を巡る“花と水の旅”。
●富士山麓ネイチャーハイキング ９月２６日（火）～２８日（木）、１３５,０００円（６名から実施）
”登山”でなくても体験できる１,０００ｍ～２,５００ｍの世界。北の山梨県側と南の静岡県側の相対する２箇所で、神秘と不思議に
満ちた富士山麓の樹海と森林限界などを。色づき始めた２５００ｍとまだ緑色濃い山麓の森のコントラストも楽しみながら、富士山な
らではの自然環境を楽しみます。

HBＣトラベルのツアー ℡０１１－２２１－８８９９ Fax２２２－３８９９(担当：佐々木)
■フレイザーズ・ヒル探鳥旅行 ９月１５日（金）～敬老の日～２０日（水）、新千歳発着６日間、１９８,０００円
マレイ半島の中央部にあるフレイザーズ・ヒルはリトル・イングランドと呼ばれる高原の避暑リゾートです。野鳥の観察種数を競い
合う『国際バードレース』が毎年開催されています。自然を大切にするマレイシアではアジアの他の国々に比べ、比較的近くで野
鳥を観察することができます。
■ケアンズ探鳥旅行 １２月７日（木）～１３日（水）、新千歳発着７日間、３３８,０００円
カラフルなインコやオウムの仲間たち、アズマヤドリやツカツクリなどオーストラリアやニューギニアに生息する野鳥がたくさん！
今回の目玉はニューギニアから渡ってくるシラオラケットカワセミです。毎年宿泊ロッジの敷地内で営巣します。宿泊するロッジは
キングフィッシャーパーク・バードウォッチャーズ・ロッジです！

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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