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 掲載した行事は、感染症等の状況により中止または変更されることがあります。 

 最新の情報はそれぞれの主催者のホームページなどでご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
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。マスク必須。 

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           主催団体の連絡先は4ページ 

日 場  所  内  容  集  合  参加費 主催 その他 

7/31 滝野すずらん公園 昆虫野外博物館 10:00～15:00 西エリア自然博物園 無料 滝野  
～8/16 ＊期間中毎日。昆虫探しビンゴやボランティアによるガイドツアー、生きもの探しイベント、昆虫に関する屋内外の展示。 

３(水) 帯広の森はぐくーむ エゾリスの会例会 18:30 帯広の森はぐくーむ 無料 リス 申  

３(水) 石狩浜はまなすの丘 動植物の観察と記録 9:00 はまなすの丘ｳﾞｨｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ駐車場 無料 定観  
 ＊交通：中央バス「石狩行き」に乗車、終点「石狩」下車、灯台を目指して徒歩10分。 

４(木) 中央区 円山公園 外来植物除去 9:30 円山公園パークセンター 300円 保護 申 
 ＊円山公園ユースの森で外来植物（イワミツバ、ゴボウ等）を除去するボランティア。保険料300円（年間）が必要。 

５(金) 豊平区 西岡公園 おさんぽガイド 13:00 西岡公園管理事務所 100円 西管 申 定員15名 

 ＊ガイドボランティアの皆さんとおしゃべりしながら園内を散策します。 

５(金)～ 登別ふぉれすと鉱山 夏のスペシャルｳｨｰｸ 10:00 登別ふぉれすと鉱山 実費 鉱山 申 

７(日) ＊川遊びプログラムを中心に用意しています。定員、参加費はプログラムにより異なります。着替え、長靴持参。 

６(土) 中央区 北大植物園 街中ジオ散歩 10:00 北大植物園前（入場料別途） 2000円 保護 申昼 先着20 
 ＊豊平川扇状地の古河川「古サッポロ川」の痕跡をたどる地質、地形の観察会。実施の1ヶ月前より受け付け。 

７(日) 帯広市 帯広の森 バイオマス調査 9:00～16:00 帯広の森里山活動場所 無料 リス 申  

７(日) 富良野岳 登山 地下鉄南平岸駅､市役所前(詳細問合) 6000円 遊悠 申昼 温泉付 

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（会員限定） － 札 申 HPより申込 

 ＊日本野鳥の会札幌支部のＨＰより、申し込みフォームで申し込む。定員30名。 

７(日) 南区 桜山ほか 森のリーフアーティスト 10:00 地下鉄真駒内駅定期券販売所隣 1000円 楽子 申 定員15名 
 ＊森のリーフアーティスト、うけさんと一緒に、散策しながら葉っぱを選び、好きな絵を切り取ってみよう。 

8/7(日) 滝野すずらん公園 おさんぽガイド 10:30 滝野すずらん公園森の情報館 無料 滝野 申 
～10/23 ＊期間中の毎週日曜実施。ボランティアの案内で滝野の森ゾーン西エリア自然博物園を案内。定員4組（1組5名まで） 

９(火) 豊平区 西岡公園 ちょこっとﾌﾟﾚｰﾊﾟｰｸ 10:00～12:00 西岡公園管理事務所ウラ 無料 西管  

 ＊小さなお子さまも大歓迎のプレーパークです♪ 実施の詳細は主催団体「遊木森森」のFacebookまで。 

１０(水) 西区 宮城の沢 虫に注目、自然散歩 9:40 ＪＲバス「平和の滝入口」バス停 1000円 自然 申 

 ＊ＪＲ琴似駅9:03発(地下鉄琴似駅9:13)、「西野平和線 琴42」に乗車。車は平和霊園に駐車可。講師：興野昌樹さん。 

１１(祝) 豊平区 西岡公園 子リス工房 10:00 西岡公園管理事務所 500円 西管 申 定員10名 

 ＊森の材料を使って自由に工作！ 今回は自由研究スペシャル！ 虫かごを作る人はキット400円別売り。 

１１(祝) 登別ふぉれすと鉱山 君もトレジャーﾊﾝﾀｰ 10:00 登別ふぉれすと鉱山（小学生以上） 200円 鉱山 申 定員10名 

 ＊鉱石探しを行い、自分だけの標本を作る。小学生は保護者同伴。 

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（会員限定） － 札 申 HPより申込 

１４(日) 帯広市 帯広の森 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｻｲﾄ1000 8:30 帯広の森里山活動場所 無料 リス 申 チョウ調査 

１７(水) 石狩浜はまなすの丘 動植物の観察と記録 9:00 はまなすの丘ｳﾞｨｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ駐車場 無料 定観  

１８(木) 南区 真駒内公園 ちびっこ遊び隊 10:00 真駒内公園さけ科学館前 600円 自然 申 

 ＊虫さがし！ 小さな子にあわせて、のんびりゆっくり自然あそび。0～4歳の親子向け。定員15組。 
１９(金) 中央区 円山公園 外来植物除去 10:00 円山公園パークセンター 300円 保護 申 

１９(金) 豊平区 西岡公園 おさんぽガイド 13:00 西岡公園管理事務所 100円 西管 申 定員15名 

２０(土) 西区 平和湖 森のようちえん  9:30 平和霊園奥の駐車スペース 600円 エン 申昼 

 ＊川遊び。魚や虫を捕まえて観察したり、水のかけっこで遊ぼう。3歳～小学生と家族対象。定員10家族。14:00解散。 

２０(土) 南区 桜山 木であそぼ 10:00 地下鉄真駒内駅定期券販売所隣 1500円 楽子 申 定員6組 
 ＊2歳～5歳の親子対象。桜山で木の積み木を手作りして、森で自然遊びを楽しみます。親子ペアで1500円。 

№３９５ ２０２２年 ８月 １日 ＝自然ウォッチングセンター発行＝ ８月号 
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８月の行事案内 (続き)       主催団体の連絡先は4ページ 

日 場  所  内  容  集  合  参加費 主催 その他 
２０(土) 野幌森林公園 ﾄﾉｻﾏﾊﾞｯﾀをさがそう 10:00 北海道博物館 無料 道博 申 

 ＊「草原の主、トノサマバッタをさがそう」。対象：小・中学生（小学生は保護者同伴）。7/21より受け付け、先着20名。 

２０～２１ 黄金山、増毛山道 登山（宿泊） 地下鉄南平岸駅､市役所前(詳細問合) 問合せ 遊悠 申昼 温泉付 

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) 帯広市 帯広の森 里山プロジェクト 9:00 帯広の森里山活動場所 無料 リス 申 水辺管理 

２１(日) 帯広市 帯広の森 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｻｲﾄ1000 13:15 帯広の森里山活動場所 無料 リス 申 植物調査 

２１(日) 南幌町 月例フットパス 10:00 南幌ふるさと物産館「ビューロー」 500円 南幌 申昼  
 ＊湿原再生をまなぶフットパス。新夕張川堤防を見下ろしつつ歩く、8㎞。ゴミ拾い＆外来植物摘み。 

２１(日) 登別ふぉれすと鉱山 ネイチャーガイド養成 10:00 登別ふぉれすと鉱山（高校生以上） 1000円 鉱山 申昼 定員10 

 ＊コーザンネイチャーガイド養成講座④。アイヌ文化と自然、キノコ講座、ファーストエイド。シリーズです。17:00まで。 

２１(日) 花川北ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 風力発電学習会 13:30 石狩市花川北コミュニティセンター 500円 風力  
 ＊「知っていますか？石狩市の脱炭素の取り組み」、講師：石狩市議会議員、神代知花子氏。 

２１(日) 苫小牧 緑が丘公園 緑が丘公園観察会 10:00 緑ヶ丘公園金太郎の池駐車場 100円 道ボ  
 ＊ＪＲ苫小牧駅北口より2.5㎞、徒歩約30分。または道南バス03鉄北北口線、「総合運動公園」下車、徒歩15分。 

２１(日) 石狩川河口 探鳥会 9:30 はまなすの丘ｳﾞｨｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ駐車場 無料 愛 昼 
 ＊交通：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。 

２２(月) 南区 定山渓 定山渓自然散策会 10:45 定山渓まちづくりセンター裏 1800円 定山 申 定員15名 

 ＊3.5㎞ほどの道のりをゆっくり歩き、自然観察や景色を楽しむ。定山渓の自然を知り尽くしたガイドがご案内。 

２３(火) 中央区 北大植物園 さっぽろ自然散歩 10:00 北大植物園正門前 1000円 自然 申  
２３(火) 豊平区 西岡公園 ちょこっとﾌﾟﾚｰﾊﾟｰｸ 10:00～12:00 西岡公園管理事務所ウラ 無料 西管  

２７(土) 登別ふぉれすと鉱山 里山づくりﾘｰﾀﾞｰ養成 10:00 登別ふぉれすと鉱山（18歳以上） 200円 鉱山 申昼 定員8名 

 ＊里山づくりリーダー養成講座②。里山を知る、森林調査。15:00まで。 

２７～２８ 楽古岳 登山（宿泊） 地下鉄南平岸駅､市役所前(詳細問合) 問合せ 遊悠 申昼 温泉付 

２８(日) 南区 定山渓 定山渓自然散策会 10:45 定山渓まちづくりセンター裏 1800円 定山 申 定員15名 

２８(日) 帯広市 帯広の森 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｻｲﾄ1000 8:30 帯広の森里山活動場所 無料 リス 申 チョウ調査 

２８(日) 豊平区 西岡公園 にしおかプレーパーク 11:00～14:00 西岡公園拡張地 無料 西管  

 ＊子ども達の自由なあそび場を作っている「プレーパーク」、今回はどんなあそびが出来るかな♪ 

２８(日) 鵡川河口 探鳥会 9:45 道の駅「むかわ四季の館」駐車場 無料 愛 昼 
 ＊交通：札幌駅または大谷地ターミナルより、道南バス浦河行きペガサス号に乗車、「鵡川四季の館前」下車。  

２９(月) 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 無料 自然 申 植物調査 

３１(水) 中央区 中島公園 季節の自然散歩 10:00 中島公園児童会館前 1000円 自然 申 

３１(水) 豊平区 月寒公園 月さむぽ（親子対象） 10:30 月寒公園パークライフセンター 400円 月寒 申 

 
＊親子の公園散歩が楽しくなる、音楽と遊びの会。歌と、絵本と、森あそび。保護者氏名、電話、希望の日にち、子供
の人数と年齢をメールで申し込み（tsukisamu@sapporo-park.or.jp）。定員、親子10組（1組3名まで）。 

９月の行事案内                    

日 場  所  内  容  集  合  参加費 主催 その他 

１(木) 中央区 円山公園 外来植物除去 9:30 円山公園パークセンター 300円 保護 申 

 ＊円山公園ユースの森で外来植物（イワミツバ、ゴボウ等）を除去するボランティア。保険料300円（年間）が必要。 

３(土) 南区 定山渓 定山渓自然散策会 10:45 定山渓まちづくりセンター裏 1800円 定山 申 定員15名 

 ＊3.5㎞ほどの道のりをゆっくり歩き、自然観察や景色を楽しむ。定山渓の自然を知り尽くしたガイドがご案内。 

３(土) 野幌森林公園 秋の花でにぎわう森 9:50 自然ふれあい交流館（大沢口） 無料 野幌 申 定員30名 

 ＊秋の花観察。エゾユズリハコース。8月4日より申し込み受け付け、定員30名。 

３(土) 支笏湖 紋別岳山麓 秋の花、樹木 9:40 中央バス「支笏湖」バス停 200円 観察 昼  

 ＊千歳駅前8:38発、中央バス支笏湖行きに乗車、終点下車。有料駐車場あり。登山靴不要。 

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(会員限定) － 札 申 HPより申込 

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

４(日) イチャンコッペ山 登山 地下鉄南平岸駅､市役所前(詳細問合) 6000円 遊悠 申昼 温泉付 

４(日) ｳﾄﾅｲ湖野生鳥獣ｾﾝﾀ アオサギ講演会 14:00 ウトナイ湖野生鳥獣保護センター 無料 苫 申(詳細別欄) 

４(日) 帯広市 帯広の森 里山プロジェクト 9:00 帯広の森里山活動場所 無料 リス 申 草抜き 

４(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  

 ＊大谷地駅発、中央バス「大６６ イオンモール札幌平岡行き」に乗車、「平岡5条3丁目」下車、緑地歩道を徒歩5分。 
４(日) 豊平区 精進川 精進川観察会 9:30 地下鉄中の島駅地上①番出口横 200円 観察   

 ＊初秋の精進川でいろいろな実、種子を観察してみよう。 
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９月の行事案内 (続き)       主催団体の連絡先は4ページ 

日 場  所  内  容  集  合  参加費 主催 その他 
４(日) 登別ふぉれすと鉱山 ながぐつレンジャー 10:00 登別ふぉれすと鉱山（小学生対象） １00円 鉱山 申 定員30名 

 ＊巣箱の調査活動を行います。8/20～8/26受け付け。 

9/４ 滝野すずらん公園 おさんぽガイド 10:30 滝野すずらん公園森の情報館 無料 滝野 申 
～10/23 ＊期間中の毎週日曜実施。ボランティアの案内で滝野の森ゾーン西エリア自然博物園を案内。定員4組（1組5名まで） 

６(火) 中央区 幌平橋周辺 ちびっこ遊び隊 10:00 地下鉄幌平橋駅 600円 自然 申 

 ＊虫さがし！ 小さな子にあわせて、のんびりゆっくり自然あそび。0～4歳の親子向け。定員15組。 

７(水) 南区 定山渓 定山渓自然散策会 10:45 定山渓まちづくりセンター裏 1800円 定山 申 定員15名 

７(水) 帯広市 はぐくーむ エゾリスの会例会 18:30 帯広の森はぐくーむ 無料 リス 申 

７(水) 石狩浜はまなすの丘 動植物の観察と記録 9:00 はまなすの丘ｳﾞｨｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ駐車場 無料 定観  
 ＊交通：中央バス「石狩行き」に乗車、終点「石狩」下車、灯台を目指して徒歩10分。 

１０(土) 徳舜瞥山、ﾎﾛﾎﾛ山 登山 地下鉄南平岸駅､市役所前(詳細問合) 6000円 遊悠 申昼 温泉付 

１０(土) 野幌森林公園 はじめての虫さがし 10:00～、13:30～ 自然ふれあい交流館 無料 野幌 申  

 ＊親子観察会。10:00～11:30と13:30～15:00の2回実施。対象：小学生の親子。8/11受け付け開始、定員各回10名。 

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(会員限定) － 札 申 HPより申込 

１１(日) 帯広市 帯広の森 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞサイト1000 9:00 帯広の森里山活動場所 無料 リス 申 チョウ調査 

１１(日) 帯広市 帯広の森 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞサイト1000 13:15 帯広の森里山活動場所 無料 リス 申 植物調査 

１１(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 申 定員7名 

 ＊真駒内駅②乗り場９：１５発、滝野線に乗車、「常盤橋」下車。バス停でお待ち下さい。コーヒー付き。 

１１(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 

 ＊新札幌ターミナルより、ＪＲバス「文京台線 循環新82、83」に乗車、「文京台南町」下車、徒歩10分。 

１１(日) 登別ふぉれすと鉱山 森のようちえん 10:00 登別ふぉれすと鉱山 １00円 鉱山 申  
 ＊デイキャンプ、少し遠出。のびのびコース：2～4歳と保護者、もりもりコース：5・6歳と保護者、各10組。。8/21～26受付 

１３(火) 南区 定山渓 定山渓自然散策会 10:45 定山渓まちづくりセンター裏 1800円 定山 申 定員15名 

１５(木) 西区 宮丘公園 ちびっこ遊び隊 10:00 宮丘公園駐車場 600円 自然 申 

 ＊葉っぱあそび！ 小さな子にあわせて、のんびりゆっくり自然あそび。0～4歳の親子向け。定員15組。 

１６(金) 中央区 円山公園 外来植物除去 9:30 円山公園パークセンター 300円 保護 申 

１７(土) シブノツナイ湖、他 秋のｵﾎｰﾂｸの自然 8:00 湧別町文化センターTOM前 500円 観察 申昼 定員8名 

 ＊車乗り合せ。燃料代負担あり。解散は常呂町15:45予定。申し込み090-3897-5392相原（8/1～8/25）。 

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) 登別ふぉれすと鉱山 山の学校 ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ 10:00 登別ふぉれすと鉱山（小4～中3） １00円 鉱山 申 定員15名 

１８(日) 室蘭市 測量山 タカの渡り探鳥会 9:30 測量山唐松平(会員限定) － 札 申 HPより申込 

１８(日) 南幌町 月例フットパス 10:00 南幌ふるさと物産館「ビューロー」 500円 南幌 申昼  

 ＊初秋、南幌野菜直販所巡り、8㎞。つまみ食いや野菜の爆買いを楽しもう。 

２０(火) 円山公園～大倉山 さっぽろ自然散歩 10:00 円山公園パークセンター前 1000円 自然 申 

 ＊円山公園からユースの森、荒井山緑地を通って大倉山ジャンプ台の下まで行ってみましょう。 

２１(水) 石狩浜はまなすの丘 動植物の観察と記録 9:00 はまなすの丘ｳﾞｨｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ駐車場 無料 定観  

２２(木) 南区 定山渓 定山渓自然散策会 10:45 定山渓まちづくりセンター裏 1800円 定山 申 定員15名 

２３(祝) 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 200円 観察 親子歓迎 

２３(祝) 栗山町ハサンベツ 米づくり 9:00 栗山町ハサンベツ里山センター 3000円 雨煙 申 

 ＊栗山町の里山で、自然と農業の共生を楽しみながら米作り体験。稲刈りとバーベキュー。 

２４(土) 野幌森林公園 木の実、草の実 10:00 自然ふれあい交流館（大沢口） 無料 道博 申 定員20名 

 ＊木の実･草の実の不思議をさがそう。8月25日より申し込み受け付け、定員20名。 

２５(日) 帯広市 帯広の森 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞサイト1000 10:00 帯広の森里山活動場所 無料 リス 申 チョウ調査 

２５(日) 旭岳 登山 地下鉄南平岸駅､市役所前(詳細問合) 6000円 遊悠 申昼 温泉付 

２５(日) 小樽市 赤岩～祝津 赤岩遊歩道観察会 9:00 小樽市赤岩2丁目ファミリーマート前 200円 観察   

 ＊祝津方向に歩き、解散は12:00ホテル・ノイシュロス小樽。小樽駅前より中央バス水族館行き、かもめヶ丘団地行きで。 

２５(日) 美唄市 宮島沼 探鳥会 10:00 宮島沼湖畔 無料 愛 昼 

 ＊岩見沢駅前バスターミナルより、中央バス月形行きに乗車、「大富」下車、徒歩15分。 

２６(月) 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 無料 自然 申 植物調査 

奥山博美 点描画展 ハンダゴテを使って描かれた点描画を展示しています。 

期 間 7月23日(木)～8月14日(日) 

場 所 ウトナイ湖野生鳥獣保護センター（Tel0144-58-2231)、※入館無料、月曜休館、9:00～17:00開館) 
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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 

札……日本野鳥の会札幌支部  011-613-7973 

西……西岡の自然を語る会   090-2697-3215清水 

愛……北海道野鳥愛護会    011-876-8546 

観察…北海道自然観察協議会  011-551-5481山形 

道ボ…北海道ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾚﾝｼﾞｬｰ協議会 090-4871-1626富山 

保護…北海道自然保護協会   011-876-8546 

野幌…野幌森林公園自然ふれあい交流館 011-386-5832 

道博…北海道博物館     011-898-0500 

南幌…ＮＰＯ法人ふらっと南幌   090-3891-6675近藤 

鉱山…登別市ﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰふぉれすと鉱山 0143-85-2569 

西管…西岡公園管理事務所   011-582-0050 

雨煙…NPO法人雨煙別学校   0123-72-1696 

リス…エゾリスの会      0155-33-4223三日市 

定山…NPO定山渓自然倶楽部  080-8097-3340 

定観…石狩浜定期観察の会   090-6211-1602 安田 

遊悠…遊悠倶楽部      011-683-1065坂 

楽子…（一社）楽子森   tanoshimo@ab.auone-net.jp 

月寒…月寒公園       011-818-3150 

滝野…滝野すずらん丘陵公園   011-594-2222 

エン…EnVision環境保全事務所  011-726-3072 

風力…石狩湾岸の風力発電を考える石狩市民の会 

090-6211-1602安田 

お 知 ら せ    

札幌水源の森づくり２０２２ 
札幌市の水道の約98％は豊平川から供給され、上流部には定山渓の水源の森（国有林）が広がっています。「札幌水源の森

づくり2022」は、市民の皆さんに水源の森に植えるポット苗木を作っていただくことを通じ、水源の森と札幌のおいしい水の関わり

について、知っていただくために行うものです。事前のお申し込みは不要です。当日会場に直接お越し下さい（雨天決行）。 

日 時 8月27日(土)、10:00 ～12:00  会 場 札幌市創成川公園・狸二条広場（中央区南3条東1丁目） 

内 容 (１) ポット苗木づくり  水源の森（国有林）に植えるトドマツ、ミズナラ、ヤチダモのポット苗木（200個）を作ります。 
 (２)先着100名に有機物100％の緩効肥料「円山動物園ぞうさん堆肥」をプレゼント（当日9:50より会場で整理券を配布）。 
 (３) 森と水に関するパネル展示等   (４)クイズ、アンケートに答えて100名に「輪切り板」、「文房具」などをプレゼント。 

主 催 林野庁北海道森林管理局、札幌市（問合せ：石狩地域森林ふれあい推進センター担当：中澤、福浦、Tel011-622-5114） 

夏の特別企画展 気候変動と生き物の変化を探ろう～クーラーを使えるキミと使えない生き物たち～ 
「地球温暖化」を原因とする「気候変動」の影響による災害が世界中で起こっています。このまま気候変動が続くと、世界の野生

動物、北海道に生息する生き物にはどのような影響があるのか、わたしたちにできることを考えてみましょう！ 

期 間 8/5（金）～8/14（日）、9:30～16:30  内 容 札幌で見られる生き物の実物展示、その他 

場 所 円山動物園 動物科学館ホール  参加費等 無料（動物園入園料必要）、申し込み不要 
+++下記ウエビナーは来場（動物園プラザ、定員20名）、またはオンライン（定員90名）で聴講できます。+++ 

① キミのまわりも温暖化？身近な野鳥から見つける気候変動のサイン 
日 時 8 月 6 日（土）、13:00～14:30 講演者 植田睦之（NPO 法人バードリサーチ代表） 

②つい話したくなる？世界の野生動物を取り巻く環境は今 
日 時 8 月 14 日（日）、13:00～14:30 講演者 秋山知伸（野生動物写真家、自然ガイド） 

申し込み 次の申し込みフォームに必要事項を記入。①https://onl.tw/umcPZ7P、②https://onl.tw/2GNfbS3 

主 催 札幌市環境局環境都市推進部環境共生担当課（Tel 011-211-2879） 

講 演  難民化するアオサギ  
日本のサギ類で最も大きく、少々ユニークな雰囲気をもつアオサギ。近年、本来の繁殖適地を追われ、まさに難民化しつつあり

ます。アオサギをとりまく環境の変化、様々な問題点などについて、アオサギ研究の第一人者である松長氏が言及します。 

日 時 9月4日(日)、14:00～16:00   参加費 無料  定 員 30名程度（申し込み先着順） 

場 所 ウトナイ湖野生鳥獣保護センター（苫小牧市植苗156-26） 

主催/申し込み先 日本野鳥の会苫小牧支部（Tel 0144-67-4343鷲田、またはEメール sktwiga@yahoo.co.jp山下） 

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 むしロケット』 8月、9月の毎日（休館日除く）、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） 
 

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、道内の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。 
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