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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。 

９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(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 当日先着15名    

１(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 申申申申昼昼昼昼 定員10 

１(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 昼昼昼昼    
 ＊札幌駅7:48発、JRエアポートで千歳下車。千歳駅前8:51発中央バス支笏湖行きにて終点下車。有料駐車場あり。 

２(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  

２(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 ｴｿﾞﾋﾞﾀｷ等 

３(月) 中央区 円山公園 虫に注目自然散歩 17:00 円山公園パークセンター前 1000円 自然 申申申申  
 ＊夕方の鳴く虫などを観察します。地下鉄円山公園駅より徒歩10分。 

４(火) 中央区 豊平川河原 ちびっこ遊び隊 10:00 地下鉄幌平橋駅 600円 自然 申申申申        
 ＊「虫さがし」。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。 

５(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 
５(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。 

６(木) 南区 豊平川沿線 ウォーキング 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 

７(金) 豊平区 西岡公園 ガイドウォーク 13:00 西岡公園管理事務所 100円 西管 2時間程度 
８(土) 野幌森林公園 秋の花でにぎわう森 10:00 自然ふれあい交流館〈大沢口〉 無料 野幌 昼昼昼昼 約5.7㎞ 

８(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) 3000円 支財 申申申申昼昼昼昼 定員10 

８(土) 小樽市 勝納川流域 秋の植物の観察 9:00 JR南小樽駅 300円 樽ボ 申申申申     

８(土) 室蘭市 鷲別岳 夕暮れ登山 15:00 （詳細問い合わせ、大人対象） 2500円 鉱山 申申申申 定員6名    

８(土) 登別ふぉれすと鉱山 初めてのﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸ 10:00 登別ふぉれすと鉱山 300円 鉱山 申申申申 定員10名    

 ＊24インチ以上の自転車に乗れる親子対象。シリーズ３回に参加できることが条件。MTBレンタルあり（有料）。 

９(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  

９(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 当日先着15名    

９(日) いしかり調整池 探鳥会 9:30 いしかり調整池駐車場（石狩市） 無料 愛 昼昼昼昼 交通なし 

９(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 申申申申昼昼昼昼 ｼｷﾞﾁﾄﾞﾘ 

９(日) 支笏湖  山のテッペン目指そう 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8 

９(日) 野幌森林公園 秋の野幌の森を歩く 10:00 野幌森林公園大沢口駐車場 100円 観察 親子歓迎    
９(日) 苫小牧市 ウトナイ湖 探鳥会 9:30 ｳﾄﾅｲ湖ｻﾝｸﾁｭｱﾘネイチャーセンター 無料 苫     

９(日) 当別町田園地帯 オコジョの会 10:00 JR石狩太美駅 1300円 オコ 申申申申昼昼昼昼     

 ＊札幌駅9:25発の医療大学行きに乗車、石狩太美下車。当別の田園を巡り、道の駅で昼食。JR、バス代各自負担。 

１１(火) 南区 豊平川、黄金湯 ウォーキング 8:30 地下鉄真駒内駅前（入浴料別途） 1000円 森遊 申申申申昼昼昼昼 

１１(火) 登別ふぉれすと鉱山 木の時計をつくろう 10:00 登別ふぉれすと鉱山（大人対象） 600円 鉱山 申申申申昼昼昼昼 定員7名 

１３(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 当日先着15名    
１４(金) 登別ふぉれすと鉱山 秋の小鳥cafe 19:00 登別ふぉれすと鉱山（大人対象） 500円 鉱山 申申申申 定員15名 

 ＊秋の小鳥の渡りについて、スライドを使ってご紹介します。 
１５(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 当日先着15名    

１５(土) 南区 駒岡小学校 学校林の手入れ 8:30 地下鉄真駒内駅前、8:50現地 無料 森遊 申申申申昼昼昼昼 

１５(土) 石狩浜 海浜植物園植物観察 13:00 石狩浜海浜植物保護センター 無料 石狩  

１５(土) 大雪山 旭岳 登山 南平岸駅､札幌市役所集合(詳細問合せ) 5000円 遊悠 申昼申昼申昼申昼    

１５(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 申申申申 ２日前迄    

 ＊「戦時下の犬猫供出と全体主義」､西田秀子氏（自然史研究家）。定員20名。 

１５、16 登別ふぉれすと鉱山 鉱山歴史ガイドｳｫｰｸ 13:00 登別ふぉれすと鉱山（大人対象） 100円 鉱山 申申申申 定員20    

１６(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     

１６(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 

１６(日) 登別ふぉれすと鉱山 はったけ収穫祭 10:00 登別ふぉれすと鉱山 300円 鉱山 申申申申        

１６(日) 中央区南区 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 昼昼昼昼    

 ＊14:00慈啓会駐車場で解散予定。交通：円山公園駅バスターミナル発、JRバス「旭山公園前行き」にて終点下車。 

９９９９月号月号月号月号 
№３４８ ２０１８年 ９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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９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 
１６(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(祝) 室蘭市 タカの渡り探鳥会 9:30 測量山唐松平 300円 札  

１７(祝) 登別 猛禽渡り調査 8:00 （詳細問い合わせ、大人対象） 200円 鉱山 申申申申昼昼昼昼    定員15 

１７(祝) 留寿都村 尻別岳 縦走登山 南平岸駅､札幌市役所集合(詳細問合せ) 5000円 遊悠 申昼申昼申昼申昼 

１９(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  
１９(水) 南区 藻南公園 季節の自然散歩 10:00 じょうてつバス｢藻南公園｣バス停 1000円 自然 申昼申昼申昼申昼 

 ＊真駒内駅前⑧乗り場9:40発、定鉄バス「南95 石山1-6行き」で「藻南公園」下車。札幌駅発9:15定山渓線快速でも。 
２０(木) 豊平区 月寒公園 ちびっこ遊び隊 10:00 月寒公園パークライフセンター 600円 自然 申申申申        

 ＊「葉っぱあそび」。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。 
２１(金) 豊平区 西岡公園 ガイドウォーク 13:00 西岡公園管理事務所 100円 西管 2時間程度 

２１(金) 大雪高原沼 紅葉の沼めぐり 7:30 大通りテレビ塔下 8000円 森遊 申申申申昼昼昼昼 

２２(土) 苫小牧市 ウトナイ湖 野生動物救護ｾﾐﾅｰ 10:00 ウトナイ湖野生鳥獣保護センター 無料 ウト 申申申申 定員20名 
 ＊タンチョウの生態や保護活動、むかわ町で繁殖を始めたタンチョウを見守る活動について。高校生以上対象。 

２２(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 
 ＊「紅葉狩り」。オレンジ、黄色、ピンク色…。色とりどりの森で、秋色を楽しみながら歩きましょう。 

２３(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 当日先着15名    

２３(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） 入園料 小樽 入園料200円 

２３(日) 登別ふぉれすと鉱山 ｺｰｻﾞﾝ･ｸﾞﾘｰﾝﾚｰｽ 9:00 登別ふぉれすと鉱山 2500円 鉱山 申申申申  
 ＊森の中を爽快に走り抜ける。20㎞、10㎞、5㎞、3㎞、1㎞あり。申し込みは9/6まで。 

２５(火) 中央区 アスティ４・５ 自然を語る会 18:00 札幌市立大サテライトキャンパス 無料 保護 申申申申    (詳細別欄) 

２５(火) 厚別区青葉中央公園 さっぽろ自然散歩 10:00 ｢青葉町中央｣バス停 1000円 自然 申申申申 
 ＊交通：新さっぽろ駅①番出口から、青葉通りを南へ徒歩１０分。またはJRバス「循環新71」等で。解散は厚別南緑地。 

２７(木) 江別市 千古園ほか スケッチバス 8:15 札幌駅北口団体バス乗り場 8300円 スケ 申申申申    昼食付き    

２７(木) 大雪 高原沼 紅葉ハイキング 南平岸駅､札幌市役所集合(詳細問合せ) 5000円 遊悠 申昼申昼申昼申昼 

２７(木) 登別ふぉれすと鉱山 森の色で草木染め 10:00 登別ふぉれすと鉱山（大人対象） 1500円 鉱山 申申申申昼昼昼昼    定員6名 

２８(金) 南区 藤の沢小学校 学校林植樹準備 8:30 地下鉄真駒内駅前 無料 森遊 申申申申昼昼昼昼 

２８(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    

２９(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) 3000円 支財 申申申申昼昼昼昼 定員10 

２９(土) 野幌森林公園 親子観察会 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！ちびっこカメラマン」。小学生以下の親子対象。先着10組。8/30より受け付け。 

２９(土) 北広島市輪厚川ほか オコジョの会 9:30 JR北広島駅 1500円 オコ 申申申申昼昼昼昼     
 ＊JR札幌駅9:05発の新千歳空港行きに乗車、北広島下車。輪厚川、長沼運河で水鳥観察。JR、バス代各自負担。 

２９(土) 登別ふぉれすと鉱山 ふるさと里山 10:00 登別ふぉれすと鉱山 200円 鉱山 申申申申 定員30名 
 ＊植樹した苗木の手入れを行い、森から木の種を集めて、来年度の苗木の準備を行います。 

２９(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（湿原看板あり） 無料 ヨコ     

３０(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 申申申申昼昼昼昼 定員10 

３０(日) 名寄市 ピヤシリ山 登山 南平岸駅､札幌市役所集合(詳細問合せ) 5000円 遊悠 申昼申昼申昼申昼 

３０(日) 美唄市 宮島沼 探鳥会 10:00 宮島沼湖畔 無料 愛 昼昼昼昼 

 ＊中央バス、岩見沢ターミナル発月形行き、または月形駅前発岩見沢行きに乗車、「大富農協」下車、徒歩10分。 

３０(日) 小樽市 中野植物園 草や木の実、菌類 10:00 中野植物園入口（小樽市清水町） 100円 観察     
 ＊小樽駅出て左手、Ｅ乗り場より中央バス⑭梅源線「清水町経由手宮行き」で「中野植物園」下車。入園料200円必要。 

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 

オオオオコ…コ…コ…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 

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 
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 

苫…苫…苫…苫……………日本野鳥の会苫小牧支部  0144-67-4343鷲田 

保護…保護…保護…保護…北海道自然保護協会   011-251-5465 

ウト…ウト…ウト…ウト…ウトナイ湖野生鳥獣保護センター  0144-58-2231 

西管…西管…西管…西管…西岡公園管理事務所    011-582-0050 
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講座・イベントのご案内  

北海道自然保護協会 2018年度「自然を語る会」 

当会が札幌市円山公園内での外来種除去に取り組み３年となります。公園と隣接する円山原始林へ外来種が侵入しないように、

また、円山公園に生育している在来種保護のために除去活動を続けております。今年度の「自然を語る会」では様々な外来種の

影響や、在来種保護について話題を提供していただきます。気軽にお誘いあわせの上ご参加ください。 

②「試験的雑草除去ボランティア―平取のスズラン群生地の事例」    

日時日時日時日時 9月25日(火) 18:00～20:00  講師講師講師講師 小川巌氏（エコ・ネットワーク代表） 

③「国内外来生物アズマヒキガエルの駆除活動」 

日時日時日時日時 10月23日(火) 18:00～20:00  講師講師講師講師 八谷和彦氏（深川ひきがえるバスターズ会長） 

************上記共通上記共通上記共通上記共通************    定員定員定員定員 50名  参加費参加費参加費参加費////申し込み申し込み申し込み申し込み 無料、申し込み必要 

会場会場会場会場 札幌市立大学サテライトキャンパス (札幌市中央区北4条西5丁目 アスティ45 12Ｆ) 

主催主催主催主催////申し込み申し込み申し込み申し込み 北海道自然保護協会（Tel011-251-5465、Fax011-211-8465、E メール：info@nc-hokkaido.or.jp） 

ユウパリコザクラの会30周年記念 自然保護講演会  

北海道内の現行の国立公園、国定公園の問題点と取組課題を、地元夕張岳が持つ魅力等と照らし合わせながら考えてみよう。 

日日日日    時時時時 9月15日(土)、10:00～12:00（開場9:30）    参加費参加費参加費参加費 無料 

場場場場    所所所所 夕張市清水沢研修センター（夕張市清水沢宮前町1） 

内内内内    容容容容 講演①「世界遺産と自然保護－いかに生かすか－」、講師 寺島一男（大雪と石狩の自然を守る会代表） 

   講演②「日高夕張国立公園について－その地学的特徴－」、在田一則（北海道自然保護協会会長） 

主主主主    催催催催 ユウパリコザクラの会（Tel080-6090-1839菊池、info@yuparikozakura.org） 

公園あそびのヒント講座 

■感覚全開！しぜんあそび  日時日時日時日時 9月24日(月祝) 第一部 10:00～12:00、第二部 13:00～15:00（各回同内容） 

場所場所場所場所 円山公園  講師講師講師講師 鎌田恵実（自然ウオッチングセンター）  参加費参加費参加費参加費 各回500円  定員定員定員定員 各回10名 

■アイスブレイクのい・ろ・は  日時日時日時日時 9月30日(日)、10:00～15:00  

場所場所場所場所 川下公園  講師講師講師講師 安原政志（自然教育促進会）    参加費参加費参加費参加費 500円   定員定員定員定員 20名 

■わくわく！ぼうけんパーク   日時日時日時日時 10月14日(日)、第一部 10:00～12:00、第二部 13:00～15:00（各回同内容） 

場所場所場所場所 月寒公園  講師講師講師講師 高野克也（札幌まるやま自然学校）  参加費参加費参加費参加費 各回500円  定員定員定員定員 各回10名 

*****上記共通*****  対対対対    象象象象 子供の環境教育・自然体験、遊びに関心のある方、18歳以上。親子参加歓迎。 

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 各公園の受付窓口または、メールで「sotoasobi@sapporo-park.or.jp」まで下記を記入し申し込み。 

    ①参加者氏名、②電話番号、③年齢、④親子参加の有無 

持ち物持ち物持ち物持ち物////服装服装服装服装 飲み物、弁当。肌の露出を控えた動きやすい服装。帽子。  主主主主    催催催催 公益財団法人 札幌市公園緑化協会 

滝野すずらん丘陵公園のイベント 

■■■■滝野歴史展「滝野の森の物語」滝野歴史展「滝野の森の物語」滝野歴史展「滝野の森の物語」滝野歴史展「滝野の森の物語」 滝野公園の人の歴史と森の歴史を伝えるイベント。古い道具の展示やパネル展示、ガイドツ

アーなどを開催。    

日時日時日時日時 9月15日(土)～24日(祝)、9:00～17:00（時間内出入り自由） 集合集合集合集合 森の情報館  参加費等参加費等参加費等参加費等 参加無料、申し込み不要 

■■■■森のガイドツアー森のガイドツアー森のガイドツアー森のガイドツアー ボランティアガイドが森の楽しみ方を案内。 

日時日時日時日時 毎週日曜日（9月2日、9日、16日、23日、30日）、10:30～12:30  集合集合集合集合 森の情報館  参加費参加費参加費参加費 無料  定員定員定員定員 20名 

■■■■秋のパワースポットめぐり秋のパワースポットめぐり秋のパワースポットめぐり秋のパワースポットめぐり 風水研究家の大谷修一さんと秋の森のパワースポットを巡るツアー。 

日時日時日時日時 9月21日(金)、10:30～12:30   集合集合集合集合 森の交流館  参加費参加費参加費参加費 200円  定員定員定員定員 20名 

主催主催主催主催////申し込み申し込み申し込み申し込み 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/） 

地質情報展2018北海道 明治からつなぐ地質の知恵  

地質図やジオラマで北海道の地質や道内のジオパークの紹介。化石のレプリカ作り（当日10:00から整理券配布）、岩石破壊実

験、ペットボトルで液状化実験などの見て、触って、作ることのできるコーナーもあり。お子様と一緒に楽しめます。入場無料。 

期期期期    間間間間 ９月７日(金)～９日(日)、10:00～17:00（最終日16:00）  会会会会    場場場場 かでる２・７（札幌市中央区北２条西７丁目） 

◆市民講演会「動く大地のしくみを知り、地震・津波被害に備える」◆市民講演会「動く大地のしくみを知り、地震・津波被害に備える」◆市民講演会「動く大地のしくみを知り、地震・津波被害に備える」◆市民講演会「動く大地のしくみを知り、地震・津波被害に備える」    

日日日日    時時時時 ９月８日(土) 13:00～15:30   会会会会    場場場場 かでる２・７大会議室、入場無料・事前申し込み不要 

内内内内    容容容容  ・「山脈はどうしてできる？」 在田一則（北海道大学大学院理学研究院元教授） 

    ・「地震はなぜ起こる？」 高橋浩晃（北海道大学付属地震火山研究センター教授） 

    ・「深海底の断層を調べる」 亀田純（北海道大学大学院理学研究院准教授） 

主主主主    催催催催 地質調査総合センター（問い合わせ Tel029-861-3540）・日本地質学会 

第１６回「家族きのこ観察会」自然体験学習 

自然林できのこを手に採り、五感をふるに活用し、親子で仲良く楽しく学ぶ。秋の味覚のきのこを美味しく、安全に食べましょう。 

日日日日    時時時時 ９月２３日（日）、９：００～１２：００（受付８：３０）、雨天中止  集合場所集合場所集合場所集合場所 旭山記念公園、森の家前（札幌市中央区堺川） 

参加費参加費参加費参加費 無料（きのこ汁＆粗品＆ジュース付き）   申申申申しししし込込込込み先み先み先み先 Fax03-6229-0306（東京、北海道新聞社） 

主主主主    催催催催 ＮＰＯ法人藻岩山きのこ観察会（担当：中田、Tel090-5222-5716、Nakata.03-m.k.k@jcom.home.ne.jp） 
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講座・イベントのご案内  

札幌市豊平川さけ科学館のイベント 

〈〈〈〈さっぽろサケフェスタさっぽろサケフェスタさっぽろサケフェスタさっぽろサケフェスタ2018201820182018〉〉〉〉 サケタッチプール、クイズラリー、森と水辺の工作、釣り体験など、みんなで遊べるサケのお祭りを開

催します。サケ商品などが当たる抽選会もあります。詳細はホームページhttps://salmon-museum.jp/で随時お知らせします。 

日時日時日時日時 ９月１７日（月・祝）、10:00～16:00  対象対象対象対象 小学３年以下の方は保護者同伴  費用費用費用費用等等等等 無料、申し込み不要 

〈〈〈〈みんなでサケさがそ！みんなでサケさがそ！みんなでサケさがそ！みんなでサケさがそ！〉〉〉〉 川に遡上するサケの写真を募集し、市民参加の写真撮影による調査を実施します。今年から豊平川を

含む札幌市内のほか、北海道内や道外も対象となりました。 

投稿方法投稿方法投稿方法投稿方法 スマホやデジカメでサケの写真を撮影し、投稿フォームhttps://salmon-museum.jp/swspformより投稿してください。

メールの場合、画像を添付し（JPEGで5.0MB以下）、撮影場所（○○川○橋付近など具体的に）やコメント（ご自由に!）を記載

の上、さけ科学館（sake@sapporo-park.or.jp）まで送って下さい。投稿された写真は、さけ科学館HPに随時アップされます。 

〈〈〈〈札幌ワイルドサーモンプロジェクト高校生ポスター募集札幌ワイルドサーモンプロジェクト高校生ポスター募集札幌ワイルドサーモンプロジェクト高校生ポスター募集札幌ワイルドサーモンプロジェクト高校生ポスター募集〉〉〉〉 身近な生物に関するポスターを発表する高校生・中学生を募集します。

水辺の生物の生態や自然環境に関わる内容をポスターにまとめ、札幌ワイルドサーモンプロジェクト市民フォーラム2019（2019

年１月26日）にて発表します。北大教授らによるポスター賞の選定、表彰もあります。 

応募方法応募方法応募方法応募方法    電子メールで件名を「SWSPポスター発表」とし、下記のa～fを記入の上sake@sapporo-park.or.jpまで送る。 

a. 発表のタイトル、b. 著者全員の氏名と所属、c. 発表者の氏名（生徒に限る）、d. 責任者（顧問教員、保護者など）の氏名

と所属、e.発表者と責任者のE-mailアドレス、f. 緊急の連絡先（責任者の電話番号など） 

11/16締切。ポスター発表の受理・不受理については11月末までに審査員が選考の上、責任者の方まで連絡いたします。 

詳しくはさけ科学館ホームページ をご参照ください。 

主主主主    催催催催 札幌市豊平川さけ科学館（札幌市南区真駒内公園2-1、Ｔｅｌ011-582-7555、月曜休館、https://salmon-museum.jp/） 

ネイチャーゲームリーダー養成講座 

自然と人を繋げる自然案内人、ネイチャーゲームリーダーの養成講座です。 

日日日日    時時時時 10月20日(土)～21日(日)、日帰り2日  場場場場    所所所所 北海道青少年会館コンパス（札幌市南区真駒内柏丘7丁目8-1） 

対象対象対象対象////定員定員定員定員 18歳以上でネイチャーゲームに関心のある方、20名（定員になり次第締め切り）。9月19日(水)申し込み締め切り。 

参加費参加費参加費参加費 一般22,000円、学生20,000円、ネイチャーゲームリーダー（フレッシュアッフﾟ受講）17,000円 

主催主催主催主催////申し込み申し込み申し込み申し込み 北海道シェアリングネイチャー協会（古川 Tel090-2693-8399午後3時以降、Eメール hokkaido.sn@gmail.com） 

（詳しくは日本シェアリングネイチャー協会HP http://www.naturegame.or.jpをご覧ください） 

札幌市青少年山の家のイベント 

■■■■第２回自然観察ハイキング～深まる秋を探してみよう！～第２回自然観察ハイキング～深まる秋を探してみよう！～第２回自然観察ハイキング～深まる秋を探してみよう！～第２回自然観察ハイキング～深まる秋を探してみよう！～ 滝野公園内で深まる秋の自然を楽しみながらハイキングします。 自

然観察ガイドスタッフによる丁寧な説明のもと、秋ならではの自然を楽しく学びませんか？ 

日時日時日時日時////コースコースコースコース 10月8日(月･祝)  ○気軽に午前コース 9:30～12:00 / ○たっぷり1日コース 9:30～15:00 

対象対象対象対象////定員定員定員定員 １８歳以上の方、各回２０名   費費費費    用用用用 気軽に午前コース：1,500円、たっぷり1日コース2,000円 

締め切り締め切り締め切り締め切り 9月24日(月)17:00必着 

■■■■スウェーデンの自然学校に学ぶスウェーデンの自然学校に学ぶスウェーデンの自然学校に学ぶスウェーデンの自然学校に学ぶ    『野外で授業』２『野外で授業』２『野外で授業』２『野外で授業』２DAYSDAYSDAYSDAYS    WORKSHOPWORKSHOPWORKSHOPWORKSHOP 北欧スウェーデンの自然学校で実践されている『教室を

離れて野外で行う教科学習』の理論と実践について現地より講師を招き、１泊２日で学びます。 

日日日日    時時時時 10月27日(土)10:30～10月28日(日)15:00  費費費費    用用用用 15,000円（前泊希望の方は別途実費がかかります） 

対象対象対象対象////定員定員定員定員 教員、教育関係者、野外教育・自然体験活動従事者、学生、その他教育や野外体験活動に興味のある方。35名 

締め切り締め切り締め切り締め切り 10月13日(土)17:00必着、先着順。 

■■■■防災サバイバルキャンプ～火の巻～防災サバイバルキャンプ～火の巻～防災サバイバルキャンプ～火の巻～防災サバイバルキャンプ～火の巻～ 私たちの住む街で災害がおき、ライフラインが途絶えたら、火をどのように活かせるでしょ

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 ①10月13日(土)～14日(日)【１泊２日】、②10月27日(土)～28日(日)【１泊２日】 対象対象対象対象////定員定員定員定員 小学校３～６年生、20名 

費費費費    用用用用 9,500円  締め切り締め切り締め切り締め切り ①9月29日(土)②10月13日(土)、17:00必着 

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

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（送迎希望の方は地下鉄真駒内駅付近集合） 

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送迎の有無、⑩「野外で授業」は前泊の有無、防災サバイバルキャンプは日程（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/） 

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） 

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) 

●隠岐の国 自然探訪5日間 10月14日（日）～18日（木）、184,000円（千歳発着、限定８名）  特異な地質のため氷河期からの植

物が今なお残る固有の島。絶滅危惧種のトウテイランなど秋の花咲く島々を隠岐に4泊しながら、現地自然ガイドの案内で森の自

然散策やシーサイドハイキングなどで山から海まで丸ごと自然を体験＆史跡巡りも。 
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１０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 

３(水) 南区 月寒丘陵 ウォーキング 8:30 地下鉄澄川駅前（路線バス代必要） 1000円 森遊 申申申申昼昼昼昼 

３(水) 小樽市 天狗山ほか 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 

３(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(木) 南区 藻南公園 ちびっこ遊び隊 10:00 藻南公園川沿い駐車場向かい 600円 自然 申申申申        
 ＊「木の実遊び＆焼きイモ」。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む。定員：15組。 

６(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 当日先着15名    

６(土) 石狩浜 海浜植物園植物観察 13:00 石狩浜海浜植物保護センター 無料 石狩  

６(土) 小樽 天狗山自然の森 秋の植物の観察 9:00 中央バス 天狗山ロープウェイ終点  300円 樽ボ 申申申申 

６(土) 南富良野町 ゼロの山 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 

６(土) 北区屯田防風林 秋の観察会 10:00 屯田西公園グランド駐車場 100円 観察  
 ＊地下鉄麻生駅発中央バス、「麻03」または「09屯田6条12丁目行き」に乗車、「屯田西公園」下車、徒歩2分。 

６(土)～ 登別ふぉれすと鉱山 木と森の遊び場 9:00 登別ふぉれすと鉱山 無料 鉱山  
８(月) ＊館内いっぱいの木のおもちゃで遊びませんか。 入館は無料です。6、7日は17:30まで、8日は15:00まで。 
７(日) 中央区 円山公園 木の実と紅葉 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 昼昼昼昼 

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前 無料 小樽 ｷﾊﾞｼﾘ、ｶﾗ類 

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  

 ＊交通：地下鉄澄川駅前から中央バス「西岡環状線」に乗車、「西岡水源池」下車。 
７(日) 豊平区 精進川河畔 精進川観察会 9:30 地下鉄中の島駅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ1番出口 100円 観察  

 ＊河畔林を散策して、生物多様性について考えてみよう。 

８(月) 南区 真駒内桜山 保安林散策 9:00 地下鉄真駒内駅前 2000円 森遊 申申申申    弁当含む 

８(月) 南区 豊平峡 紅葉ハイキング 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 

１０(水) 南区 藤の沢小学校 学校林植樹 8:30 地下鉄真駒内駅前 無料 森遊 申申申申 

１１(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 当日先着15名    
１１(木) 野幌森林公園 秋の森の匂いをかごう 10:00 北海道開拓の村前 無料 野幌 昼昼昼昼     

 ＊紅葉や木の実の観察。開拓の沢線→ふれあいコース→交流館→瑞穂線、約6.5㎞。 

１３(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) 3000円 支財 申申申申昼昼昼昼 定員10 

１３(土) 平取アイヌ住居他 スケッチバス 8:15 札幌駅北口団体バス乗り場 9600円 スケ 申申申申    ランチ付き    

１３(土) 東川町 キトウシ公園 キトウシ観察会 9:00 キトウシ森林公園駐車場 100円 観察 交通なし    

１３(土) 岩見沢利根別休養林 オコジョの会 9:30 JR岩見沢駅 1500円 オコ 申申申申昼昼昼昼     

 ＊紅葉の森を歩きます。交通：JR札幌駅8:36発、岩見沢行き普通列車に乗車。JR、バス代は各自負担。 

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⑥さっぽろ定例フットパス⑥さっぽろ定例フットパス⑥さっぽろ定例フットパス⑥    

6回目は東区の百合が原公園からモエレ沼公園までを歩きます。まだ残暑の時期ですので対策は忘れずに！ 

9月2日（日）10：00～12：00、参加費500円、約8.2ｋｍ、定員30名、JR百合が原駅東口集合 

さっぽろ定例フットパス⑦さっぽろ定例フットパス⑦さっぽろ定例フットパス⑦さっぽろ定例フットパス⑦    

7回目は精進川沿いのルートを歩きます。時期が合えばサケの仲間の遡上も見られるでしょう！ 

10月7日（日）10：00～12：00、参加費500円、約7.0ｋｍ、定員30名、地下鉄南北線澄川駅南出口集合 

第第第第12121212回秋のロングパスウォーク回秋のロングパスウォーク回秋のロングパスウォーク回秋のロングパスウォーク    「さっぽろ周回ウォークウェイ」を歩く「さっぽろ周回ウォークウェイ」を歩く「さっぽろ周回ウォークウェイ」を歩く「さっぽろ周回ウォークウェイ」を歩く    

12回目となるロングパスウォークは「さっぽろ周回ウォークウェイ」の山や森林エリア方面と札幌の平地や河川、田園エリア方

面の2つのエリアに分かれて各４回実施します。山と森林エリアでは秋のすがすがしい森林内や紅葉などを楽しめる上・中級者

コース。平地や河川、田園エリアは都市部の中の自然や歴史などを楽しめる初心者コースです。 

10月2日から23日を除く毎週火曜各４回、10：00～13：00または14：00頃、参加費1,000円、初心者コース6～8ｋｍ、上級者コ

ース8～10ｋｍ程度、定員各回30名（先着順）。 

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」こと梅沢俊さん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。大判400頁につまった、めくるめく草花の世界。 

「北海道生活「北海道生活「北海道生活「北海道生活    Vol.66Vol.66Vol.66Vol.66」」」」    ￥￥￥￥950950950950（税込）（税込）（税込）（税込）    編：えんれい社編：えんれい社編：えんれい社編：えんれい社    144144144144頁頁頁頁    A4A4A4A4判判判判    

全国流通する雑誌で北海道のフットパスが特集されています。エコ・ネットワーク全面協力。13ルートを紹介しています。 

「新日本の探鳥地「新日本の探鳥地「新日本の探鳥地「新日本の探鳥地    北海道編」北海道編」北海道編」北海道編」    ￥￥￥￥2,0522,0522,0522,052（税込）（税込）（税込）（税込）    編：編：編：編：BIRDERBIRDERBIRDERBIRDER編集部編集部編集部編集部    191191191191頁頁頁頁    A5A5A5A5判判判判    

北海道全域の探鳥地を離島を含め87か所紹介したガイドブック。取材・執筆はネイチャーガイドや現地の野鳥写真家。 

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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１０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 
１４(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 当日先着15名    

１４(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     

１４(日) 南区 豊平峡ダム 紅葉のダム探訪 8:50 地下鉄真駒内駅前(路線ﾊﾞｽ代必要) 1000円 森遊 申申申申昼昼昼昼 

１４(日) 苫小牧市 錦大沼 秋の草花やキノコ 8:50 錦大沼総合公園駐車場 100円 観察 交通なし    

１４(日) 余市川 探鳥会 9:00 北洋銀行小樽駅前支店（車使用） 500円 小樽 申申申申昼昼昼昼 ﾔﾏｾﾐ等 

１４(日) 千歳ｻｹﾏｽ事業所付近 探鳥会 9:00 千歳川第一烏柵舞橋手前の空き地 無料 苫     

１４(日) 支笏湖 秋満喫サイクリング 10:00 支笏湖ビジターセンター 無料 支財 申申申申 定員8 

 ＊第一発電所展望所を目指してサイクリング。自転車は主催者が用意。小学校高学年以上対象、要体力。 
１４(日) サロマ湖周辺 オホーツク観察会 ①7:30 ＪＲ遠軽駅前、②8:00湧別高校前 500円 観察 昼昼昼昼    車相乗り    

 ＊水鳥、アッケシソウと塩性湿地、海岸地形と地質、ところ遺跡の森など、オホーツクの秋を感じてみませんか。長靴で。 
１４(日) 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 

 ＊「生き物たちの冬支度」。貯食や冬ごもり、渡り…晩秋の森で、冬の準備に忙しい生き物たちの姿を探してみましょう。 
１６(火) 西区 五天山公園 ちびっこ遊び隊 10:00 JRバス「五天山公園」バス停 600円 自然 申申申申        

 ＊「木の実遊び＆焼きイモ」。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む。定員：15組。 
１７(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  

１７(水) ニトヌプリ～ｲﾜｵﾇﾌﾟﾘ 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 

１７(水) 南区 定山渓遊歩道 自然散歩 10:15 じょうてつバス｢定山渓｣バス停 1000円 自然 申申申申 
 ＊真駒内駅前④乗り場9:23発、じょうてつバス「12 定山渓温泉行き」で。札幌駅ターミナル発9:00、定山渓線快速でも。 

２０(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 当日先着15名    
２０(土) 喜茂別町知来別の森 秋の森を楽しもう 8:15 真駒内駅前（貸切バス利用） 2000円 自然 申昼申昼申昼申昼    定員20 

 
＊知来別の森は、ボランティアにより里山づくりが進められている場所。森を散策し、里山づくりのお手伝いをします。き
のこを採って、焚き火できのこ汁も楽しみます。親子参加歓迎。 

２０(土) 野幌森林公園 落ち葉でPON！ 10:00 自然ふれあい交流館（大沢口） 無料 道博 申申申申 
 ＊小学生以下は保護者同伴。申し込み必要、先着40名。9/21より受け付け。 

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 申申申申 ２日前迄    
 ＊「ブータンの自然～観光資源としての視点から」､菊池聖子氏（自然フィールドたび倶楽部）。定員20名。 

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) 東区 モエレ沼公園 カモ・かも探鳥会 9:00 モエレ沼公園東口駐車場 300円 札     

２１(日) 野幌森林公園 植物や野鳥等の観察 10:00 自然ふれあい交流館（大沢口） 100円 道ボ 昼昼昼昼 

２１(日) 支笏湖楓沢～樽前山 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 

２１(日) 支笏湖 森のいいトコ行こう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名 

２１(日) 小樽市 なえぼ公園 なえぼ公園観察会 9:00 なえぼ公園森の自然館前 100円 観察  
 ＊JR小樽駅前から、中央バス⑧オタモイ線、⑰塩谷線、⑱余市線、いずれかで約５分、「苗穂通」下車、徒歩３分。 

２１(日) 苫小牧市 ウトナイ湖 渡り鳥観察と森散策 10:00ｳﾄﾅｲ湖野生鳥獣保護ｾﾝﾀｰ駐車場 100円 観察  
 ＊新千歳空港9:25発、道南バス「苫小牧駅前行き」に乗車、「ウトナイ湖」下車（9:49）。無料駐車場あり。 

２３(火) 中央区 アスティ４・５ 自然を語る会 18:00 札幌市立大サテライトキャンパス 無料 保護 申申申申    (詳細別欄) 

２４(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 

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 無料 自然 申申申申    植物調査    

２６～２８ 野幌森林公園 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾚﾝｼﾞｬｰ育成 （詳細問い合わせ） 無料 野幌 申昼申昼申昼申昼 
の３日間 ＊自然観察の指導などを行うボランティアを養成。３日間参加できる、18歳以上の方。先着30名、9/30締切。 

２７(土) 南区 真駒内桜山 保安林散策、納会 9:30 地下鉄真駒内駅前 4000円 森遊 申申申申    弁当含む 

２７(土) 支笏湖 秋満喫サイクリング 10:00 支笏湖ビジターセンター 無料 支財 申申申申 定員8 

 ＊第一発電所展望所を目指してサイクリング。自転車は主催者が用意。小学校高学年以上対象、要体力。 
２８(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 当日先着15名    

２８(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) 3000円 支財 申申申申昼昼昼昼 定員10 

２８(日) 清田区 ふれあいの森 わんぱく遊び隊 11:05 札幌ふれあいの森 700円 自然 申申申申昼昼昼昼    
 ＊「落ち葉遊び！と焼きイモ」。４歳～小学３年の親子対象。定員：17組。10/2より申し込み受け付け。 

３１(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  
 

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.la.coocan.jp/http://shizen.la.coocan.jp/http://shizen.la.coocan.jp/http://shizen.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 


