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申申申申…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…昼…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。 

７月の行事案内       主催団体の連絡先は２ページ 

日 場  所  内  容  集  合  参加費 主催 その他 

１(日) 中央区 円山公園 円山登山観察会 9:00 地下鉄円山公園駅１Fバス待合所 100円 観察  

１(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  

１(日) 小樽市 なえぼ公園 探鳥会 9:00 なえぼ公園森の自然館前 無料 小樽 ｱｵﾊﾞﾄ､ｺﾙﾘ 

１(日) 小樽市蘭島、忍路 海浜植物、海底火山 8:30 JR蘭島駅 100円 観察     
 ＊蘭島海岸から忍路峠を経て忍路湾へ。忍路神社祭礼も。小樽駅8:05発長万部行き。または中央バス余市方面行き。 

３(火) 北区 茨戸川緑地 ボランティア森づくり 8:30 大通りテレビ塔下（9:30 現地） 無料 森遊 申申申申 

３(火) 豊平区 福住小川公園 ちびっこ遊び隊 10:00 福住小川公園トイレ前 600円 自然 申申申申        

 ＊「水あそび」。０～４歳親子対象。年令に応じた、簡単な自然あそびを親子で楽しみましょう。定員：15組。 
４(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４分。 

５(木) 石狩市 浜益海岸 海岸風景と散策 8:30 大通りテレビ塔下 5000円 森遊 申申申申昼昼昼昼 

６(金) 西区 三角山 植物や野鳥の観察 10:00 緑花会登山口 100円 道ボ 昼昼昼昼    

７(土) 中央区 円山動物園 森の散策タイム 10:30～、13:30～ 動物園センター 無料 円山 （詳細別欄）    

７(土) ニセコ アンヌプリ 高山植物の観察 8:00 JR小樽駅 交番前 実費 樽ボ 申昼申昼申昼申昼    

８(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  

８(日) 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 申申申申昼昼昼昼 

８(日) 野幌森林公園 探鳥会 9:00 野幌森林公園大沢口 無料 愛 昼昼昼昼 

８(日) 小樽市 天狗山 探鳥会 9:00 北洋銀行小樽駅前支店（車使用） 300円 小樽 申申申申昼昼昼昼  

８(日) 支笏湖 樽前山 樽前山を登ろうDay！ 10:00 支笏湖ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ(小学4～6年) 500円 支財 申申申申昼昼昼昼 定員7 

８(日) 南区 定山渓 プレミアムな自然散策 9:45 心の里定山（定山渓温泉西４丁目） 5000円 定山 申申申申 

 ＊ゆっくり歩こう森と湯の里。一條晋が森の魅力を案内。自然の中でのスペシャルなカフェ、心の里定山入館料込み。 

８(日) 小樽忍路半島～蘭島 オコジョの会 9:20 JR小樽駅 1500円 オコ 申申申申昼昼昼昼     

 ＊忍路半島で海岸植物観察。小樽9：31発の中央バス余市行きに乗車、忍路下車。JR、バス代は各自負担。 

８(日) 手稲区 星置川 親子観察会 10:00 星置会館横の星置川右岸堤防 100円 観察     
 ＊水生生物の観察。夏休みの自由研究下調べにも。濡れていい靴、着替え持参。星置会館は手稲区星置3-9-7。 

１０(火) 大雪山 黒岳 登山 南平岸駅、札幌市役所（詳細問合せ） 5000円 遊悠 申昼申昼申昼申昼 

１２(木) 中央区 円山動物園 森の散策タイム 10:30～、13:30～ 動物園センター 無料 円山 （詳細別欄）    

１２(木) 旭川市 旭山動物園 スケッチバス 8:15 札幌駅北口団体バス乗り場 8900円 スケ 申申申申    弁当付き    

１４(土) 南区 南の沢市民の森 ラベンダー畑散策 8:30 地下鉄真駒内駅（路線バス代必要） 1000円 森遊 申申申申昼昼昼昼     

１４(土) 北区 屯田防風林 夏の観察会 10:00 下水道科学館駐車場 100円 観察     
 ＊中央バス札幌ターミナル発「石狩行き」「厚田支所行き」で「下水道科学館前」下車、徒歩5分。JR新琴似駅徒歩15分 

１４(土) 石狩 花川南防風林 草花、木々、野鳥 10:00花川南公園入口(花川南6条5丁目） 100円 観察     
 ＊6000年前の海岸線。中央バス札幌ターミナル9:13発「石狩庁舎前」行きにて、「花川南6条5丁目」下車、徒歩5分。 

１４(土)～ 苫小牧青少年ｷｬﾝﾌﾟ場 生き物さがしキャンプ 現地集合 6000円 自然 申申申申        

１５(日) ＊「わんぱく遊び隊」、４歳～小学３年の親子対象。アルテン隣接のキャンプ場。定員：20組。 

１５(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     

１５(日) 中央区 円山動物園 森の散策タイム 10:30～、13:30～ 動物園センター 無料 円山 （詳細別欄）    

１５(日) 苫小牧市 錦大沼 盛夏の森もよう 8:50 錦大沼総合公園駐車場 100円 観察 交通なし 

１５(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き」にて「平岡５条３丁目」下車、緑地歩道を徒歩５分。 

１７(火) はまなすの丘公園 はまなすの丘観察会 9:20 はまなすの丘公園ｳﾞｨｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ 無料 石狩 申申申申 詳細別欄 

１７(火) 北区 茨戸川緑地 さっぽろ自然散歩 9:45 中央ﾊﾞｽ｢あいの里4条1丁目｣バス停 1000円 自然 申昼申昼申昼申昼 
 ＊地下鉄麻生駅前9:02発、中央バス「麻㉔ あいの里４条１丁目行き」に乗車、終点下車（9:39）。栄町駅発のﾊﾞｽもあり。 

１８(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４分。 

１８(水) 野幌森林公園 村野鎌田と自然散歩 10:00 野幌森林公園大沢口 1000円 自然 申申申申 
 ＊新札幌バスターミナル北レーン⑩番乗り場９：２0発､ＪＲバス文京台線［循環新８３］で「文京台南町」下車､徒歩１０分 

７７７７月号月号月号月号 

№３４６ ２０１８年 ７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＝ 
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７月の行事案内 （続き）      主催団体の連絡先は２ページ 

日 場  所  内  容  集  合  参加費 主催 その他 

１８(水) 南区 芸術の森 芸術の森歩き 8:50 地下鉄真駒内駅（路線バス代必要） 1000円 森遊 申申申申昼昼昼昼     

１９(木) 積丹町 島武意海岸 海岸散策とウニ丼 南平岸駅、札幌市役所（詳細問合せ） 5000円 遊悠 申昼申昼申昼申昼 

１９(木) 中央区 中島公園 ちびっこ遊び隊 10:00 地下鉄南北線「幌平橋」駅 600円 自然 申申申申        

 ＊「水あそび」、鴨々川で。０～４歳親子対象。年令に応じた、簡単な自然あそびを親子で楽しみましょう。定員：15組。 

２０(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 無料 自然 申申申申    植物調査    

２１(土) 中央区 円山動物園 森の散策タイム 10:30～、13:30～ 動物園センター 無料 円山 （詳細別欄）    

２１(土) 支笏湖 紋別岳 ファミリー登山 9:45 支笏湖ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ(小学４年以上) 無料 支財 申申申申昼昼昼昼 定員10 

２１(土) 然別湖 森の自然観察会 9:30 然別湖畔温泉（小学生以上対象） 2000円 ボレ 申申申申 定員10名 
 ＊小さなお花、アリドオシラン。７月は、足元や苔の上に育つ小さな植物を観察してみましょう。 

２１(土) 野幌森林公園 もりの講演会 13:00 自然ふれあい交流館（大沢口） 無料 野幌 申申申申     

 ＊「野幌森林公園の成り立ち・推移・展望」、春木雅寛氏（北大総合博物館）。6/22より受付、先着40名。 

２２(日) 手稲山口バッタ塚 草原探鳥会 9:00 手稲水再生プラザ駐車場 300円 札  

２２(日) 中央区 藻岩山 登山 8:30 地下鉄円山公園駅バスターミナル 1000円 森遊 申申申申昼昼昼昼 

 ＊旭山記念公園～慈啓会病院のコース。バス代各自負担。 

２２(日) 支笏湖ｼｼｬﾓﾅｲ沢 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 申申申申昼昼昼昼 定員10 

２２(日) ニセコアンヌプリ 縦走登山 南平岸駅、札幌市役所（詳細問合せ） 5000円 遊悠 申昼申昼申昼申昼 

２２(日) 滝上町 浮島湿原他 浮島湿原白滝黒曜石 8:15 浮島湿原林道入口 100円 観察 昼昼昼昼        

 ＊国道273号浮島トンネル上川町側入口400m手前、湿原看板あり。自家用車のみ。午前湿原、午後白滝GP巡検。 

２３(月) 浜益黄金山他 スケッチバス 8:15 札幌駅北口団体バス乗り場 8500円 スケ 申申申申    弁当付き    

２６(木) 雨竜沼湿原 登山 南平岸駅、札幌市役所（詳細問合せ） 5000円 遊悠 申昼申昼申昼申昼 

２８(土) 南区北方自然教育園 親子夏休み観察会 10:00 北方自然教育園（詳細別欄） 1000円 観察 申申申申    

２８(土) 野幌森林公園 めざせ！むし博士 10:00 自然ふれあい交流館（大沢口） 無料 野幌 申申申申     

 ＊「めざせ！むし博士～虫のくらしをのぞいてみよう」。小学生以下の親子対象。6/29より受付、先着10組。 

２８(土) 白老町 ヨコスト湿原 自然観察会 10:00 白老町日の出町5（湿原入口） 無料 ヨコ     

 ＊湿原から海岸にかけての動植物の観察を行います。荒天時は中止や時間の短縮があります  
２９(日) 中央区 円山動物園 森の散策タイム 10:30～、13:30～ 動物園センター 無料 円山 （詳細別欄）    

２９(日) 南区 真駒内～石山 ウォーキング 9:00 地下鉄真駒内駅（路線バス代必要） 1000円 森遊 申申申申昼昼昼昼     

２９(日) 支笏湖 紋別岳 ファミリー登山 9:45 支笏湖ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ(小学４年以上) 無料 支財 申申申申昼昼昼昼 定員10 

２９(日) 清田区 東部緑地 わくわく虫探し！ 10:00 東部緑地 500円 自然 申申申申        

 ＊「わんぱく遊び隊」、４歳～小学３年の親子対象。定員：25組。7/9申込み受け付け開始。 
３０(月)～ 苫小牧青少年ｷｬﾝﾌﾟ場 ネイチャーキャンプ 10:45 苫小牧アルテンゆのみの湯前 ５000円 自然 申申申申        

３１(火) ＊小学３年～６年生対象。アルテン隣接のキャンプ場。定員：２５名。虫とりや川の生き物さがしなど。 

３１(火) 北大遠友学舎 健康ｽﾎﾟｰﾂ科学学習 10:00～19:30 北大遠友学舎 無料  （詳細別欄） 

主 催 団 体 一 覧主 催 団 体 一 覧主 催 団 体 一 覧主 催 団 体 一 覧

自然…自然…自然…自然…自然ウオッチングセンター  011-583-5208 

札……札……札……札……日本野鳥の会札幌支部  011-613-7973 

西……西……西……西……西岡の自然を語る会   011-583-8676 

愛……愛……愛……愛……北海道野鳥愛護会    011-251-5465 

観察…観察…観察…観察…北海道自然観察協議会  011-551-5481山形 

鉱山…鉱山…鉱山…鉱山…登別市ﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰふぉれすと鉱山 0143-85-2569 

野幌…野幌…野幌…野幌…野幌森林公園自然ふれあい交流館 011-386-5832 

道博…道博…道博…道博…北海道博物館     011-898-0500 

勉強…勉強…勉強…勉強…野鳥お勉強会     090-4874-1705富川 

オコ…オコ…オコ…オコ…札幌・里山散歩オコジョの会 080-3233-1684 

森遊…森遊…森遊…森遊…森林遊びサポートセンター  011-592-1030小林 

定観定観定観定観…………石狩浜定期観察の会   0133-74-6198 安田 

西管…西管…西管…西管…西岡公園管理事務所   011-582-0050 

遊悠遊悠遊悠遊悠…………遊悠倶楽部      090-3399-0202藤野 

道ボ…道ボ…道ボ…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 
樽ボ樽ボ樽ボ樽ボ…………北海道ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾚﾝｼﾞｬｰ協議会小樽支部 
           0134-34-3533北嶋 
ﾄｩﾚﾄｩﾚﾄｩﾚﾄｩﾚ    …………しこつ湖自然体験クラブトゥレップ090-1648-4923中川 

ボレ…ボレ…ボレ…ボレ…ボレアルフォレスト    0156-67-2677 

スケ…スケ…スケ…スケ…北海道スケッチ倶楽部   011-731-7000 

支財…支財…支財…支財…自然公園財団支笏湖支部  0123-25-2453 

小樽…小樽…小樽…小樽…日本野鳥の会小樽支部  0134-22-0185梅木 

ヨコ…ヨコ…ヨコ…ヨコ…ヨコスト湿原友の会    0144-82-3598中野 

石狩石狩石狩石狩…………石狩浜海浜植物保護センター 0133-60-6107 

円山円山円山円山…………札幌市円山動物園    011-621-1426 

定山定山定山定山…………森と湯の里定山渓    011-598-5888 

講座・イベントのご案内  

健康・スポーツ科学館 in 北大遠友学舎 

新渡戸稲造の遠友夜学校の縁の施設で、健康・スポーツを学習しましょう。 

日日日日    時時時時 ７月３１日(火) 10:00～19:30       会会会会    場場場場 北海道大学遠友学舎（札幌市北区北１８条西７丁目） 

内内内内    容容容容 健康・スポーツ科学展示、講演、健康・体力測定など 

対対対対    象象象象 子供から高齢者まで（小学４年以下は保護者同伴） 

申し込み等申し込み等申し込み等申し込み等 参加無料、申し込み不要（ショートスピーチ発表希望者は事前申し込み） 

主主主主    催催催催 「健康・スポーツ科学館 in 北大遠友学舎」実行委員会（須田力 Tel/Fax011-752-7217） 
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講座・イベントのご案内  

親子夏休み自然観察会「森と池の生き物たちを観察しよう」 

夏休み最初の土曜日、親子で森、水辺に生きる様々な生き物たちを探してみませんか。自然観察指導員による草や木

の紹介・観察をはじめ、水辺でのドジョウ、ヤゴ、トンボなどの採集と観察などから生き物たち、自然の不思議、すばらしさを

体感。夏休みの自由研究にも役立ち、親子の忘れられない貴重な体験にもなります。 

日日日日    時時時時 ７月２８日(土) 10:00～15:00（受付9:30～）  場場場場    所所所所 札幌市北方自然教育園（札幌市南区白川1814） 

参加費参加費参加費参加費 1000円（一家族あたり、資料代・保険料など） 

対象対象対象対象////定員定員定員定員 小学生を含む親子、15家族（定員になり次第締め切り） 

主催主催主催主催////申し込み申し込み申し込み申し込み 北海道自然観察協議会（事務局 村本 Fax011-694-5907、Eメール cin55400@rio.odn.ne.jp） 

野幌森林公園を守る会ミニ講演会 「クマゲラと森林」 

クマゲラは絶滅危惧種に指定されていますが，北海道の森林には多くのクマゲラが生息しています。ほかのキツツキのよ

うに春には太い木にみずから穴を掘ってその穴の中で子育てをします。また，夜寝る場所も木に穴をあけてそこで寝ます。

さらに，主な餌であるアリなどの昆虫は倒木，枯れ木，時には生きている木に穴をあけて餌を得ます。このようにクマゲラは

森林と深く結びついた鳥です。本公演会では，主にクマゲラと森林との結び付きについて紹介します。このあと参加の皆さ

んとクマゲラの保護保全と生物多様性ついての討論会を行います。 

日日日日    時時時時 ７月１５日（日）、13:00～16:00         参加費参加費参加費参加費 無料 

場場場場    所所所所 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） 

講演講師講演講師講演講師講演講師 雲野 明氏（地方独立行政法人 北海道総合研究機構林業試験場） 

定定定定    員員員員 ４０名程度（先着順、ただし討論に参加いただける方を希望、定員数を越えた場合はお断りすることがあります） 

申込み申込み申込み申込み////問合問合問合問合せせせせ 事務局 富川（Eメール tom5@ruby.ocn.ne.jp、Tel090-4874-1705） 

主主主主    催催催催 野幌森林公園を守る会（共催/野幌森林公園自然ふれあい交流館、野鳥お勉強会、協力/北海道野鳥愛護会） 

※本開催は、ほっくー基金（北洋銀行）からの助成を受けて行うものです。 

宮島沼水鳥・湿地センターのイベント 

■■■■ぶらしっち～夏のぶらしっち～夏のぶらしっち～夏のぶらしっち～夏の農家ランチ付きガイドウォーク～農家ランチ付きガイドウォーク～農家ランチ付きガイドウォーク～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。 

日日日日    時時時時 ８月19日（日）、10:00～14：00ごろ（受付9:30～） 

集集集集    合合合合 宮島沼水鳥・湿地センター（美唄市西美唄町大曲３区）  参加費参加費参加費参加費 ２,３００円（保険、昼食代含む） 

申し込み申し込み申し込み申し込み 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）まで電話かメールで。8/12（日）締切。 

持ち物持ち物持ち物持ち物 歩きやすい服装・靴、帽子、飲み物、汗を拭くタオルなど  定定定定    員員員員 １５名（先着順） 

〈2018年ガイドウォーク 今後の予定〉 第三回 10月21日（日）10:00～14:00、第四回 2月17日（日）10:30～13:00 

■■■■宮島沼カントリーフェス宮島沼カントリーフェス宮島沼カントリーフェス宮島沼カントリーフェス2018201820182018    

『宮島沼カントリーフェス』は、「食と農と自然」「体験と交流」をキーワードにした手作りの農業祭です！ 農家の奥さま食堂、

地元野菜の軽トラ市、長靴飛ばし大会、きゅうり早食い大会などなど、いろんな企画をご用意してお待ちしています！！ 

日日日日    時時時時 ８月26日（日）10:00～15:00    場場場場    所所所所 宮島沼水鳥・湿地センター特設会場 

＊出展希望者も大募集中です！ 道内の食と自然 に関わるものなら幅広く取り扱っていきたいと思っています。出展料は

無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。 

＊カンフェスを手伝ってくれるボランティアスタッフも大募集！ 体験ブースの準備や実演などお願いできれば！ 

主催主催主催主催////申し込み申し込み申し込み申し込み 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） 

夏の「はまなすの丘公園」観察会 

石狩浜「はまなすの丘公園」を河口まで歩き、ハマナスやハマヒルガオ、ハマボウフウ、エゾノカワラマツバなど夏の花を

観察します。 

日日日日    時時時時 7月17日(火)、9：30～12：30   参加費参加費参加費参加費 無料 

集集集集    合合合合 はまなすの丘公園ヴィジターセンター駐車場(石狩市浜町)、9：20集合 

持ち物持ち物持ち物持ち物 野外を歩ける服装、飲み物   案案案案    内内内内 いしかり海辺ファンクラブ会員  定定定定    員員員員 20名 

申し込み申し込み申し込み申し込み////問い合わせ問い合わせ問い合わせ問い合わせ 石狩浜海浜植物保護センター（Tel0133-60-6107）  締め切締め切締め切締め切りりりり 7月13日(金) 

主主主主    催催催催 いしかり海辺ファンクラブ 

北海道自然保護協会のイベント 

■■■■2018201820182018年度円山公園外来種除去作業ボランティア募集年度円山公園外来種除去作業ボランティア募集年度円山公園外来種除去作業ボランティア募集年度円山公園外来種除去作業ボランティア募集    

除去作業のボランティアを募集しています。ボランティア活動保険(300円)の加入はまとめて行いますので申し込みをお

願いします。除去対象はゴボウ、イワミツバその他。集合はパークセンター。 

日日日日    時時時時 ５月１８日(金)から１１月１日(木)までの毎月第一木曜日と第三金曜日。作業時間は10:00～11:30。 

主催主催主催主催////申し込み先申し込み先申し込み先申し込み先 一般社団法人 北海道自然保護協会（Tel011-251-5465、Fax011-211-8465、info@nc-hokkaido.or.jp） 



 
4

講座・イベントのご案内  

円山動物園 森の散策タイム 

円山動物園の森は園の敷地の東側、円山のふもとにあります。この森をガイドボランティアと一緒に１時間程度歩くのが、

「森の散策タイム」です。 

日日日日    程程程程 7月7日(土)、12日(木)、15日(日)、21日(土)、29日(日) 

8月4日(土)、9日(木)、12日(日)、18日(土)、26日(日) 

9月1日(土)、9日(日)、13日(木)、15日(土)、23日(日) 

10月6日(土)、11日(木)、14日(日)、20日(土)、28日(日) 

なお、9月30日（日）は、自由に森の中を散策していただける日として、10:30～15:30の間、動物園の森を開放します。 

時時時時    間間間間 10:30～、13:30～の１日２回。各60分程度。 

受け付け受け付け受け付け受け付け 開始の15分前から動物園センターで整理券を配布。各回先着15名まで。 

主主主主    催催催催 札幌市円山動物園〈問い合わせ：小浜・鍔山（こはま・つばやま）まで、Tel０１１－６２１－１４２６〉 

札幌市青少年山の家のイベント 

■トライキャンプ■トライキャンプ■トライキャンプ■トライキャンプ 仲間とともに、助け合い、励まし合い、たくさんのことに挑戦して心も身体もたくましく！ 自然がいっぱいの

滝野で一生に一度の最高の思い出をつくりませんか！ 

日日日日    時時時時 ８月３日（金）～８月８日（水）【５泊６日】、事前説明会７月２２日（日）※必ずご参加ください 

会会会会    場場場場 札幌市青少年山の家および周辺フィールド（地下鉄真駒内駅付近集合） 

費費費費    用用用用 ３２,０００円   対象対象対象対象////定員定員定員定員 小学４～６年生/３０名  締め切り締め切り締め切り締め切り    ７月８日（日）17:00必着、抽選有。 

■■■■防災サバイバルキャンプ防災サバイバルキャンプ防災サバイバルキャンプ防災サバイバルキャンプ～地の巻～地の巻～地の巻～地の巻 私たちの住む街で地震、地すべり、土砂崩れなど地にまつわる災害がおきたら、ど

のように対応すべきでしょうか。仲間とともに防災を学びながらいざというときに役立つサバイバル体験をしてみませんか。 

日日日日    時時時時  ①８月２５日（土）～２６日（日）【１泊２日】、②９月８日（土）～９日（日）【１泊２日】   費費費費    用用用用 9,500円 

会会会会    場場場場 札幌市青少年山の家および周辺フィールド（地下鉄真駒内駅～山の家は送迎車運転） 

対象対象対象対象////定員定員定員定員 小学３～６年生/２０名   締め切り締め切り締め切り締め切り ①８月１１日（土）、②８月２５日（土）、17:00必着、抽選有。 

************上記共通***************************** 

申し込み申し込み申し込み申し込み 電話またはホームページ応募フォームに必要事項を記入、青少年山の家へ申し込み。申し込み多数時抽選。 

［必要事項］ ①事業名、②氏名(ふりがな）、③年齢・所属、④性別、⑤生年月日、⑥郵便番号､住所、⑦電話、⑧メール 

 ⑨日時（サバイバルキャンプの申込みは①or②） 

主主主主    催催催催 札幌市青少年山の家（南区滝野247 Tel011-591-0303、Fax591-0394、http://sapporo-yamanoie.jp/business/） 

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ガイドウォークガイドウォーク 西岡公園を山野草が好きな仲間とおしゃべりしながら散策しませんか？ 

日日日日    時時時時 7月13日（金）、27日（金） 13:00～（２時間程度）  場場場場    所所所所 西岡公園管理事務所 

参加費参加費参加費参加費 １００円（保険代込）   申し込み申し込み申し込み申し込み 不要 

◆◆◆◆カルチャーナイトカルチャーナイトカルチャーナイトカルチャーナイト 野生動物の生態を研究している専門家や大学院生が、研究している生き物のお話をしてくれます。

身近な生き物のちょっと深いお話が聞けますよ！ 入場無料でいつ来てもいつ帰ってもOK！ 

日日日日    時時時時 7月20日（金） 18：00～21:00   対象対象対象対象////定員定員定員定員 誰でも、定員なし  参加費参加費参加費参加費 無料 

講講講講    師師師師 高井孝太郎（東海大学）、福井翔・中村慎吾・島本悠希（北海道大学環境科学院）、 

佐藤拓真（北海道大学理学院）、広瀬良宏（日本蜻蛉学会） 

～おすすめイベント～ 

「とんぼとーく」 トンボのスライドが見られるよ！ 

時間：19：00～20：00 ゲスト：広瀬良宏（日本蜻蛉学会）  参加無料・申込み不要 

◆子りす工房◆子りす工房◆子りす工房◆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。 

日日日日    時時時時 7月29日（日）、10:00～12:00       場場場場    所所所所 西岡公園管理事務所 

参加費参加費参加費参加費 こども300円、おとな500円（材料費、保険代）  対対対対    象象象象 小学生以上、未就学児は保護者同伴 

申込み申込み申込み申込み なし、当日直接管理事務所にお越しください。 

※5名以上で参加希望の方は、事前に管理事務所にご連絡ください。 

主主主主    催催催催    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) 

ツアーのご案内   

自然フィールドたび倶楽部のツアー ℡０１１－７３１－７０００ Fax７３１－７０１１(担当：菊池) 

●富士山麓ネイチャーハイキング 9月25日(火)～27日(木)、139,000円（千歳発着、６名から実施） 

登山しなくても体験できる”富士山”の世界。色づき始めた2500m台の森とまだ緑色濃い山麓の樹海のコントラストも見事。

山梨県側と静岡県側の双方の異なる自然環境をハイキング。日本最大のフジアザミなど花もまだまだ楽しめます。 
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８月の行事案内        主催団体の連絡先は２ページ 

日 場  所  内  容  集  合  参加費 主催 その他 
１(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４分。 
４(土) 中央区 円山動物園 森の散策タイム 10:30～、13:30～ 動物園センター 無料 円山 （詳細別欄）    

４(土) 小樽市 塩谷丸山 登山 8:30 大通りテレビ塔下 4500円 森遊 申申申申昼昼昼昼 

４(土) 野幌森林公園 親子工作教室 10:00 自然ふれあい交流館（大沢口） 500円 野幌 申申申申 
 ＊「ゆらゆら葉っぱモビールを作ろう！」。小学生以上の親子対象、先着10名。7/5より申し込み受付。 

４～５ 大雪山旭岳～愛山渓 縦走登山 南平岸駅、札幌市役所（詳細問合せ） 問合せ 遊悠 申昼申昼申昼申昼 

５(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  

５(日) 小樽市 なえぼ公園 探鳥会 9:00 なえぼ公園森の自然館前 無料 小樽 カラ類 

５(日) 支笏湖 支笏湖! 生き物さがし 9:45 支笏湖ビジターセンター 無料 支財 申申申申 定員10 

８(水) 登別市 橘湖 散策 南平岸駅、札幌市役所（詳細問合せ） 5000円 遊悠 申申申申昼昼昼昼 

８(水) 野幌森林公園 村野鎌田と自然散歩 10:00 野幌森林公園大沢口 1000円 自然 申申申申 
 ＊新札幌バスターミナル北レーン⑩番乗り場９：２0発､ＪＲバス文京台線［循環新８３］で「文京台南町」下車､徒歩１０分 

９(木) 中央区 円山動物園 森の散策タイム 10:30～、13:30～ 動物園センター 無料 円山 （詳細別欄）    

９(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 昼昼昼昼 
 ＊瑞穂線→瑞穂の池→記念塔→開拓の沢線、約４㎞。 

１１(土) 南区 真駒内保安林 森歩きと保養ｾﾝﾀｰ 9:00 地下鉄真駒内駅前(入浴､昼食付き) 2000円 森遊 申申申申     

１２(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     

１２(日) 中央区 円山動物園 森の散策タイム 10:30～、13:30～ 動物園センター 無料 円山 （詳細別欄）    

１４(火) 南区 無意根山 縦走登山 南平岸駅、札幌市役所（詳細問合せ） 5000円 遊悠 申昼申昼申昼申昼 

１５(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(土) 中央区 円山動物園 森の散策タイム 10:30～、13:30～ 動物園センター 無料 円山 （詳細別欄）    

１８(土) 野幌森林公園 トノサマバッタを探そう 10:00 自然ふれあい交流館（大沢口） 無料 道博 申申申申 
 ＊「草原の主、トノサマバッタをさがそう」。小中学生対象、先着40名（小学生は保護者同伴）。7/19より申し込み受付。 

１８(土) 寿都町 磯谷海岸 磯へ遊びにゆこう 7:30 地下鉄真駒内駅前 3000円 自然 申昼申昼申昼申昼     
 ＊「わんぱく遊び隊」、貸切バス使用。磯の生き物採集や、海遊び。４歳以上の親子対象、30名。7/9より受け付け。 

18～19 羊蹄山 縦走登山 南平岸駅、札幌市役所（詳細問合せ） 問合せ 遊悠 申昼申昼申昼申昼 

１９(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     

１９(日) 南区 豊滝市民の森 森の散策 8:30 地下鉄真駒内駅（路線バス代必要) 1000円 森遊 申申申申昼昼昼昼     

１９(日) 千歳市 青葉公園 ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ体験 9:00 千歳市図書館前（定員10名） 1000円 ﾄｩﾚ 申申申申 8/14締切 

１９(日) 支笏湖 支笏湖! 生き物さがし 9:45 支笏湖ビジターセンター 無料 支財 申申申申 定員10 

１９(日) 石狩川河口 探鳥会 9:30 はまなすの丘ヴィジターセンター 無料 愛 昼昼昼昼     

 ＊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20分。 

１９(日) 苫小牧市緑ヶ丘公園 植物や野鳥の観察 10:00 緑ヶ丘公園金太郎池の駐車場 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。 

２２(水) 伊達市 稀府岳 登山 南平岸駅、札幌市役所（詳細問合せ） 5000円 遊悠 申昼申昼申昼申昼 

２４(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 無料 自然 申申申申    植物調査    

２５(土) 支笏湖 オコタン崎 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 申申申申昼昼昼昼 定員10 

２５(土) 小樽市 なえぼ公園 初秋の植物の観察 9:00 なえぼ公園森の自然館前 300円 樽ボ 申申申申  

２６(日) 中央区 円山動物園 森の散策タイム 10:30～、13:30～ 動物園センター 無料 円山 （詳細別欄）    

２６(日) 南区 真駒内～石山 ウォーキング 9:00 地下鉄真駒内駅（路線バス代必要) 1000円 森遊 申申申申昼昼昼昼     

２６(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 昼昼昼昼    ｱｵﾊﾞﾄ等 

２６(日) 支笏湖 水辺の生き物を探そう 10:00 支笏湖ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ(小学１～３年) 500円 支財 申申申申昼昼昼昼 定員8名 

２６(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 申申申申昼昼昼昼    8/21迄 

２６(日) 栗沢リトルロックヒルズ スケッチバス 8:15 札幌駅北口団体バス乗り場 8800円 スケ 申申申申    ランチ付き    

２６(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 昼昼昼昼     

 ＊札幌駅または大谷地バスターミナル発、道南バス浦河行き「ペガサス号」にて、「鵡川四季の館前」下車。 

２８(火) 苫小牧市 ウトナイ湖 さっぽろ自然散歩 10:45 JR千歳線「植苗」駅前 1000円 自然 申申申申昼昼昼昼     

 ＊植苗駅からウトナイ砂丘往復、約７㎞。オミナエシやハナイカリなど。JR札幌駅9：40発、苫小牧行普通列車に乗車。 

２９(水) 南区 定山渓天狗岳 登山 南平岸駅、札幌市役所（詳細問合せ） 5000円 遊悠 申昼申昼申昼申昼 

２９(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(木) 藻岩山・滝野方面 スケッチバス 8:15 札幌駅北口団体バス乗り場 7900円 スケ 申申申申    ランチ付き    
 

お 知 ら せ  

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「とべ✕２ 紙とんぼ」 7月7日(土)～9月24日(月)、無料、当日受付。 

主催主催主催主催////会場会場会場会場 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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講座・イベントのご案内  

「獣医の卵たち」による鳥類・爬虫類の公開勉強会 

この授業は医学、獣医学および保全生態学の学際「保全医学」の側面から話題提供をするものです。話の後には、本学

附属動物病院野生動物医学センター（以下、WAMC）で剖検された標本の観察もあります。このような学生と市民との交流

を通し、身近に保全医学施設WAMCがあることを実感して下されば幸いです。 

日程日程日程日程////内容内容内容内容 7/2河川・湖沼に関連した野鳥、  7/9海洋に関連した野鳥、  7/23海外、動物園・水族館の鳥類、 

    7/30爬虫類（基礎編）  （すべて月曜日、９：００～１０：００講義、その前後標本観察約1時間） 

場場場場    所所所所 酪農学園大学研修館（江別市文京台緑町５８２番地）     対対対対    象象象象 一般市民、学部生 

テキストテキストテキストテキスト 当方で準備をします（５０部限定。無くなりましたらご容赦下さい）  授業担当者授業担当者授業担当者授業担当者 浅川がゼミ指導する学部生 

連絡先連絡先連絡先連絡先 浅川満彦（酪農学園大学 獣医学群 教授） 

Tel０１１－３８８－４７５８（獣医寄生虫病学研究室：ダイレクトイン）、askam@rakuno.ac.jp（メールが最適）。 

  

北海道ウオッチングガイド北海道ウオッチングガイド北海道ウオッチングガイド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：自然ウオッチングセンター自然ウオッチングセンター自然ウオッチングセンター自然ウオッチングセンター    
                        ホームページホームページホームページホームページ    http://shizen.http://shizen.http://shizen.http://shizen.la.coocan.jp/la.coocan.jp/la.coocan.jp/la.coocan.jp/        EEEEメールメールメールメール pxppxppxppxp03576@nifty.com03576@nifty.com03576@nifty.com03576@nifty.com    
      〒005-0005札幌市南区澄川５条１０丁目４－１６ 

      Tel ０１１－５８３－５２０８   Fax ０１１－５８３－５２３３ 

エコ・ネットワークまとめて情報エコ・ネットワークまとめて情報エコ・ネットワークまとめて情報エコ・ネットワークまとめて情報    

イベント情報イベント情報イベント情報イベント情報（会員登録が必要）    

さっぽろ定例フットパス④さっぽろ定例フットパス④さっぽろ定例フットパス④さっぽろ定例フットパス④    

4回目は円山公園と旭山公園周辺のアーバン（都市部）・フットパスを歩きます。アップダウンがあります。 

7月1日（日）10：00～12：00、参加費500円、約6.0ｋｍ、定員30名（先着順） 

さっぽろ定例フットパス⑤さっぽろ定例フットパス⑤さっぽろ定例フットパス⑤さっぽろ定例フットパス⑤    

5回目は日陰のあるサイクリングロードや八紘学園周辺を歩きます。暑くなりますので対策は忘れずに！ 

8月5日（日）10：00～12：00、参加費500円、約6.5ｋｍ、定員30名（先着順） 

エコ・ウォーキング番外編エコ・ウォーキング番外編エコ・ウォーキング番外編エコ・ウォーキング番外編    満員御礼アンコール企画「濃昼山道を歩く」満員御礼アンコール企画「濃昼山道を歩く」満員御礼アンコール企画「濃昼山道を歩く」満員御礼アンコール企画「濃昼山道を歩く」    

6月に実施した濃昼山道は満員御礼でさらにキャンセル待ちが多く出たのを受け、同内容で再度実施します。昼食付。 

7月4日（水）8：00～15：30、参加費4,500円、約11ｋｍ、定員15名（先着順） 

エコ・ウォーキング番外編エコ・ウォーキング番外編エコ・ウォーキング番外編エコ・ウォーキング番外編    ≪モニターツアー≫石狩浜益区のフットパスを歩く【地元名産ランチ付き】≪モニターツアー≫石狩浜益区のフットパスを歩く【地元名産ランチ付き】≪モニターツアー≫石狩浜益区のフットパスを歩く【地元名産ランチ付き】≪モニターツアー≫石狩浜益区のフットパスを歩く【地元名産ランチ付き】    

浜益地区（幌と浜益）に検討中のフットパスルートのモニターツアーです。幌地区ではフルーツ狩りも。格安です！ 

7月13日（金）と23日（月）8：30～15：00、参加費各2,000円、約6～10ｋｍ、定員各15名（先着順） 

第第第第3333回飲み歩きフットパス～小樽、千歳、恵庭、札幌を飲み歩く～回飲み歩きフットパス～小樽、千歳、恵庭、札幌を飲み歩く～回飲み歩きフットパス～小樽、千歳、恵庭、札幌を飲み歩く～回飲み歩きフットパス～小樽、千歳、恵庭、札幌を飲み歩く～    

恒例の大好評企画！フットパスを歩いた後にビール工場や酒蔵の見学・試飲を楽しみます。詳細はお問合せ下さい。 

7月16日、23日、30日、8月7日（全火曜）、参加費各1,000円、各約6～8ｋｍ、定員各30名 

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    

「北海道の草花」「北海道の草花」「北海道の草花」「北海道の草花」    ￥￥￥￥3,8883,8883,8883,888（税込）（税込）（税込）（税込）    著：梅沢俊著：梅沢俊著：梅沢俊著：梅沢俊    400400400400頁頁頁頁    B5B5B5B5判判判判    

植物写真の第一人者「うめしゅん」こと梅沢俊の仕事を集大成した草花図鑑の決定版。北海道で見られる草花・小低木あわ

せて2000種あまりを約5000点の写真で紹介します。1種につき写真2～4点を掲載し、引き出し線を付けて特徴や見分け方など

を詳しく解説。大判400頁につまった、めくるめく草花の世界。 

「極東の鳥類「極東の鳥類「極東の鳥類「極東の鳥類35A35A35A35A    ロシアのシマロシアのシマロシアのシマロシアのシマアオジ」アオジ」アオジ」アオジ」    ￥￥￥￥324324324324（税込）（税込）（税込）（税込）    訳・編：藤巻裕蔵訳・編：藤巻裕蔵訳・編：藤巻裕蔵訳・編：藤巻裕蔵    28282828頁頁頁頁    B5B5B5B5判判判判    

かつて牧草地や河川敷で聞かれたシマアオジのさえずり。ロシアでは多くの文献が出ていました。それらを訳しまとめた1冊。 

「北海道夏山ガイド特選「北海道夏山ガイド特選「北海道夏山ガイド特選「北海道夏山ガイド特選34343434コース」コース」コース」コース」    ￥￥￥￥1,8361,8361,8361,836（税込）（税込）（税込）（税込）    著：長谷川哲著：長谷川哲著：長谷川哲著：長谷川哲    159159159159頁頁頁頁    A5A5A5A5判判判判    

定番シリーズ「北海道夏山ガイド」から特選版が登場。人気や穴場的34コースを紹介。アクセス、宿泊情報も充実！ 

「有袋類学」「有袋類学」「有袋類学」「有袋類学」    ￥￥￥￥4,5364,5364,5364,536（税込）（税込）（税込）（税込）    著：遠藤秀紀著：遠藤秀紀著：遠藤秀紀著：遠藤秀紀    272272272272頁頁頁頁    A5A5A5A5判判判判    

オーストラリアや南米に生息する有袋類のユニークな姿を豊富な情報に基づいて詳述した日本初の有袋類専門書。 

「落ち葉の下の小さな生き物ハンドブック」「落ち葉の下の小さな生き物ハンドブック」「落ち葉の下の小さな生き物ハンドブック」「落ち葉の下の小さな生き物ハンドブック」    ￥￥￥￥1,7281,7281,7281,728    著：皆越ようせい他著：皆越ようせい他著：皆越ようせい他著：皆越ようせい他    120120120120頁頁頁頁    ハンドブック判ハンドブック判ハンドブック判ハンドブック判    

落ち葉の下や土の中で見つかるミミズやワラジムシなど169種の土を作る小動物が分かる図鑑。採集や観察ポイントも！ 

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/ 


