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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」は昼食持参。 野外行事では記具、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。 

 

 

４月の行事案内          主催団体の連絡先は3ページ 

日 場  所  内  容  集  合  参加費 主催 その他 

１(土) 南区 小林峠、幌見峠 里山散歩 9:10 地下鉄真駒内駅 1200円 オコ 申 

 ＊半日コース。真駒内から山水団地行きのバスに乗車。解散は宮の森。バス代各自負担。防寒具、飲み物持参。 

２(日) 西区 阿部山 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 

２(日) 帯広市 帯広の森 モニタリング1000 9:00 帯広の森里山活動場所 無料 リス 申 ｶｴﾙ調査 

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 － 札 会員限定 

 ＊地下鉄澄川駅前8:30発、中央バス「西岡環状線」に乗車、「西岡水源池」下車、徒歩1分。 

５(水) 帯広市 とかちプラザ エゾリスの会例会 18:30 とかちプラザ 無料 リス 申  

８(土) 登別ふぉれすと鉱山 いきもの相談室 13:30～15:00 登別ふぉれすと鉱山ﾛﾋﾞｰ 無料 鉱山  

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 － 札 会員限定 

９(日) 帯広市 帯広の森 モニタリング1000 9:00 帯広の森里山活動場所 無料 リス 申 ｶｴﾙ調査 

９(日) 古平町 両古美山 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 

９(日) 登別ふぉれすと鉱山 自然観察みっけ隊 10:00 登別ふぉれすと鉱山 100円 鉱山 申  

 ＊春の芽吹きやカエルの卵を探します。対象：小学生（小3以下保護者同伴）、定員15名。 

１２(水) 千歳市 長都防風林 里山散歩 10:00 ＪＲ千歳線長都駅 1500円 オコ 申昼 

 ＊アズマイチゲ、ナニワズの群落を訪ねる。札幌駅9:04発のＪＲ千歳行き列車に乗車。交通費各自負担。 

１５(土) 野幌森林公園 ｴｿﾞｱｶｶﾞｴﾙのﾗﾌﾞｺｰﾙ 10:00 自然ふれあい交流館（大沢口） 無料 道博 申 

 ＊「エゾアカガエルのラブコールを聞こう」。3/16より受け付け。先着40名。 

１５～１６ 美唄市 宮島沼 たっぷり雁観会 17:00 宮島沼水鳥・湿地センター 3000円 宮島 申(詳細別欄） 

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) 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 ゴミ拾い 

１６(日) 帯広市 帯広の森 モニタリング1000 13:00 帯広の森里山活動場所 無料 リス 申 ｶｴﾙ調査 

１６(日) 東区 モエレ沼 探鳥会 9:30 モエレ沼公園ガラスのピラミッド前 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て、「モエレ沼公園東口」下車、徒歩10分。 

１６(日) 登別ふぉれすと鉱山 フキノトウ調べ 10:00 登別ふぉれすと鉱山 100円 鉱山 申  

 ＊フキノトウの雌雄調査を行います。対象：どなたでも（小学生以下保護者同伴）、定員10名。 

１９(水) 野幌森林公園 野幌の森自然観察 10:00 野幌森林公園大沢口 1000円 自然 申  

 ＊交通：新札幌ターミナル⑩番乗り場9:25発、JRバス循環新83にて「文京台南町」下車、徒歩10分。 

１９(水) 石狩ﾊﾏﾅｽの丘公園 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、終点下車。灯台を目指して徒歩約10分。毎月第1・第3水曜に実施(11/1まで)。 

２０(木) 野幌森林公園 春の花をみつけよう 9:50 自然ふれあい交流館（大沢口） 無料 野幌 申 

 ＊早春の花、野鳥の観察。エゾユズリハコース。3/21より受け付け。先着50名。 

２２(土) 美唄市 宮島沼 マガンを数える会 17:00 宮島沼水鳥・湿地センター 無料 宮島 申(詳細別欄） 

２２(土) 登別ふぉれすと鉱山 いきもの相談室 13:30～15:00 登別ふぉれすと鉱山ﾛﾋﾞｰ 無料 鉱山  

２２(土) 登別ふぉれすと鉱山 野鳥のさえずり調べ 8:00 登別ふぉれすと鉱山 100円 鉱山 申  

 ＊春の野鳥の飛来を調べます。対象：どなたでも（小学生以下保護者同伴）、定員10名。 

２３(日) 帯広市 帯広の森 モニタリング1000 9:00 帯広の森里山活動場所 無料 リス 申 ｶｴﾙ調査 

２３(日) 帯広市 帯広の森 モニタリング1000 13:15 帯広の森里山活動場所 無料 リス 申 植物調査 

№４０３ ２０２３年 ４月 １日 ＝自然ウォッチングセンター発行＝ 

４月号 

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。 
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４月の行事案内          主催団体の連絡先は3ページ 

日 場  所  内  容  集  合  参加費 主催 その他 

２３(日) 手稲区 迷沢山 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 

２３(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。 

２３(日) 旭川市 突哨山 里山散歩 9:40 ＪＲ旭川駅 2500円 オコ 申昼 

 ＊カタクリの群落を訪ねる。交通：中央バス札幌ターミナル7:35発、高速旭川号に乗車、終点下車。交通費各自負担。 

２４(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玄関前 無料 自然 申 植物調査 

２５(火) 青葉中央公園ほか さっぽろ自然散歩 9:45 ＪＲバス「青葉町中央」バス停 1000円 自然  

 ＊青葉中央公園から2.5㎞歩き、厚別南緑地で解散。交通：新札幌駅②番出口から厚別青葉通りを南へ徒歩10分。 

２７(木) 中央区 円山公園 ちびっこ遊び隊 10:00円山公園パークセンター前 600円 自然 申 

 ＊「春さがし」。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。 

２９(祝) 南区 桜山 クリンクリンウォーク 9:30 真駒内駅前時計塔前 無料 回廊 （詳細別欄） 

２９(祝) 北区 北大構内 初心者探鳥会 9:00 北海道大学正門(北区北9条西5) － 札 会員限定 

２９(祝) 北区 北大構内 春の北大構内観察会 10:00 北海道大学正門(北区北9条西5) 100円 観察  

２９(祝) 登別ふぉれすと鉱山 川又温泉トレッキング 10:00 登別ふぉれすと鉱山（18歳以上） 500円 鉱山 申昼 定員10 

２９(祝) 小樽市 旭展望台 春一番の草花 9:10 小樽市教育委員会門前 200円 観察 長靴 

 ＊小樽駅前(交番前)発、中央バス「小樽商大前行き」に乗車、「緑3丁目」下車。教育委員会は元の小樽商業高校。 

２９(祝) 白老町 萩の里公園 ミズバショウ観察 9:30 萩の里自然公園駐車場 無料 萩里  

 ＊ミズバショウ観察ウォーキング。芽吹き前の明るい里山をミズバショウ群生地へ約3.5㎞歩きます。雨天、荒天中止。 

２９(祝) 浦幌町 ウラホロイチゲ観察会 9:00 浦幌町立博物館 無料 浦幌 申 

 ＊電話、またはメール（info@museum-urahoro.jp）で申し込み、定員8名。長靴、帽子、軍手、防寒具持参。 

３０(日) 登別ふぉれすと鉱山 春のワンデイハイク 10:00 登別ふぉれすと鉱山 500円 鉱山 申昼 定員15 

３０(日) 美唄市 宮島沼 探鳥会 10:00 宮島沼湖畔 無料 愛 昼 

 ＊中央バス岩見沢ターミナル発月形行きバスに乗車、「大富」下車、徒歩15分。 

５月の行事案内                   

日 場  所  内  容  集  合  参加費 主催 その他 
３(祝) 石狩ﾊﾏﾅｽの丘公園 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、終点下車。灯台を目指して徒歩約10分。毎月第1・第3水曜に実施(11/1まで)。 

３(祝)～ 登別ふぉれすと鉱山 GWスペシャル 10:00～15:00 登別ふぉれすと鉱山 100円 鉱山 昼 

５(祝) ＊クライミングやMTB、春の遊びを楽しむプログラム満載。別途参加費必要なプログラムも。小学生以下保護者同伴。 

４(祝) 北海道庁、植物園 早春の足音 13:00 道庁赤レンガ前 200円 観察  

５(祝) 登別ふぉれすと鉱山 春の野点 12:30～14:30 登別ふぉれすと鉱山 200円 鉱山 申 

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向い) 無料 愛 昼 

 ＊札幌駅または真駒内駅前発、じょうてつバス定山渓温泉行き、豊滝行きにて、「藤野3条2丁目」下車、徒歩15分。 

６(土) 登別ふぉれすと鉱山 春の野鳥観察会 7:00 登別ふぉれすと鉱山 200円 鉱山 申 定員15 

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1階バス待合所 200円 観察  

７(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 200円 観察 公共交通なし 

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 － 札 会員限定 

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 

 ＊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。 

１３(土) 野幌森林公園 春のありがとう観察会 9:50 自然ふれあい交流館(大沢口) 無料 野幌 申 定員50名 

 ＊春の花観察、ゴミ拾い。ゴミ袋、軍手持参。4/14 より受け付け。先着 50 名。 

１３(土) 恵庭市 恵庭公園 春の緑につつまれて 10:00 恵庭公園管理棟前 200円 観察  

 ＊ＪＲ恵庭駅西口から、徒歩20分。自家用車は恵庭公園に無料駐車場あり。 

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 － 札 会員限定 

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 － 札 会員限定 

１４(日) 千歳川 探鳥会 8:00 さけます情報館手前､橋付近の広場 無料 愛 昼 交通なし 

１４(日) 壮瞥町 有珠山 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 

１４(日) 豊平区 精進川河畔 精進川観察会 9:00地下鉄中の島駅地上①番出口横 500円 観察 申 軽食 

 ＊精進川河畔を散策して生物多様性について考えよう。申し込み必要。090-3897-9762鈴木へCメールか電話で。 

１４(日) 小樽市 オタモイ･赤岩 オタモイ･赤岩観察会 9:00 小樽市赤岩2丁目ファミリーマート前 200円 観察 軽登山装備 

 ＊解散は出羽三山駐車場（オタモイ）。交通：小樽駅前発中央バス「⑫赤岩線」「⑪祝津線」にて「赤岩2丁目」下車。 

１７(水) 石狩ﾊﾏﾅｽの丘公園 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  

２０(土) 石狩市花川南防風林 花川南防風林観察会 10:00 花川南公園入口付近(花川南6-5) 200円 観察  

 ＊中央バス札幌ターミナル発、「⑯石狩庁舎前行き」にて「花川南6条5丁目」下車、前方防風林前で右折、200m 
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５月の行事案内 （続き）       主催団体の連絡先は3ページ 

日 場  所  内  容  集  合  参加費 主催 その他 

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) 新十津川町 ﾋﾟﾝﾈｼﾘ 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 

２１(日) 鵡川河口 探鳥会 9:30 道の駅むかわ四季の館駐車場 無料 愛 昼 
 ＊JR日高線「鵡川駅」下車、徒歩10分。（道南バス浦河行きペガサス号早朝便はなくなりました） 

２１(日) 恵庭市 恵庭公園 自然観察会 10:00 恵庭公園中央駐車場 100円 道ボ  
 ＊ユカンボシ川の源流の広葉樹、初夏の草花、野鳥たち。恵庭駅西口を南西へ1.4㎞、徒歩18分（恵庭南高校隣接）。 

２２(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玄関前 無料 自然 申 植物調査 

２７(土) 支笏湖畔紋別岳山麓 春の花、野鳥 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、「支笏湖」下車。有料駐車場あり。13:30解散予定。登山靴不要。 

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 公共交通なし 

２８(日) 手稲区 山口バッタ塚 探鳥会 9:00 手稲水再生プラザ駐車場 － 札 会員限定 

 ＊手稲駅北口8:28発、ＪＲバス「循環手41 山口団地線」に乗車、「手稲山口団地6号棟前」下車、徒歩10分。 

２８(日) 野幌森林公園 もりの講演会 10:00 自然ふれあい交流館(大沢口) 無料 野幌 申  

 ＊「たのしい植物観察（初心者向け）」。講師：小川由真（ふれあい交流館）。4/29 より受け付け。定員 10 名 

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 

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 

鉱山…登別市ﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰふぉれすと鉱山 0143-85-2569 

定観…石狩浜定期観察の会   090-6211-1602 安田 

浦幌…浦幌町立博物館    015-576-2009 

オコ…札幌・里山散歩オコジョの会 080-3233-1684 

リス…エゾリスの会      0155-33-4223三日市 

遊悠…遊悠倶楽部      011-683-1065坂 

回廊…真駒内芸術の森緑の回廊基金 011-582-1385 

宮島…宮島沼の会      0126-66-5066 

萩里…萩の里自然公園管理運営協議会  
           090-9526-5825坂本 

講座・イベントのご案内  

十勝自然保護協会主催 春の講演会 

いま、高校生は、自然環境を地球規模で考え地域から行動する 

未来を担う若い世代は、自然環境の様々な問題に対し、どのように考え、どのように取り組んでいるのか、十勝で活動している高

校生の皆さんから話していただきます。 

日 時 ４月15日（土） 13:30～15:30（13:00開場）    参加費 500円（大学生以下 無料）、申し込み不要 

会 場 とかちプラザ視聴覚室（帯広市西４条南13丁目１／JR帯広駅南側） 

発表者 ① 北海道士幌高等学校環境班の皆さん 『持続可能な地域環境を目指して～防風林造成を～』 

   ② 角谷樹環さん（Fridays For Future<FFF>オーガナイザー 16歳） 『私が気候変動を止めるためにできること』 

主催/問い合わせ先 十勝自然保護協会事務局（Tel 015-572-4012 川内） 

第25回 桜山クリンクリンウォーク 

真駒内保健保安林（通称桜山）の道路沿いに放置されたゴミを拾います。 

日 時 4月２９日(土、祝)、9:30～12:30。小雨決行（29日7:00にＨＰ上に発表）。    参加費等 無料、申し込み不要 

集 合 9:30、地下鉄南北線真駒内駅前の時計塔前。または、真駒内保健保安林旧駐車場  持ち物 軍手・火ばさみ等 

主催/問い合わせ先 NPO法人真駒内芸術の森緑の回廊基金（事務局 Tel011-582-1385） 

自然の旅クラブ説明会 

皆さんの投票で計画し実行する、2005年から活動している「自然を歩く旅のクラブ」です。小樽・札幌近郊、道内外 を歩いていま

す。説明会を開催します。どうぞ、お気軽にご参加ください。 

日 時 4月21日（金）、10：00～11：00   会 場 札幌エルプラザ2階研修室 

主催/問い合わせ先 自然の旅クラブ（小樽市望洋台2-14-1 望洋ヴィレジ内 NPO法人自然教育促進会 

Tel 0134‐51‐5666、Fax 0134‐51‐5667、Eメール yasuhara@sokusinkai.com、担当 安原） 

野幌森林公園自然ふれあい交流館 イベント・展示  

■もりの工作コーナー『ぴょん×2カエル』 4、5月の毎日（休館日除く）、無料、当日受付。 

■ふれあいギャラリー『交流館の一年 活動紹介展』 4月18日(火)～5月31日(水)、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、9:30～16:30、平日の月曜休館）） 
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講座・イベントのご案内  

宮島沼の会のイベント 

1.たっぷり雁観会（宿泊型マガン観察会）  夕方周辺の田んぼから沼に帰ってくるねぐら入りと、早

朝の飛び立ちを、センターに宿泊して観察します。ミニレクチャー付き。小学生以下は保護者同伴。 

日 時 4月15日（土）17:00〜16日（日）7:00ごろ   場 所 宮島沼水鳥・湿地センター 

参加費 3,000円（夕朝食、保険料込み）     定 員 15名（先着順）、申し込み必要 

持ち物 防寒着（手袋、マフラー、帽子など暖かい服装）、寝袋、マット、飲み物、双眼鏡（貸出あり）、カメラ（あれば） 

2.みんなでマガンを数える会  夕方周辺の田んぼから沼に帰ってくるマガンの数をみんなで数えます。初心者・

ベテラン、老若男女問いません！ぜひご参加ください。夕方16時からゴミ拾いも行います。そちらもぜひ！ 

日 時 4月22日（土）、17:00〜19:00      場 所 宮島沼水鳥・湿地センター 

参加費 無料            申し込み 人数把握のため、できるだけ事前申し込みをお願いします。 

持ち物 防寒着（手袋、マフラー、帽子など暖かい服装）、カウンター（貸出あり）、双眼鏡（貸出あり）、飲み物（センターに自販機

はありません） 

主催/申し込み先 宮島沼の会（美唄市西美唄町大曲3区、宮島沼水鳥・湿地センター内 

Tel 0126-66-5066、Eメール mwwc3@dune.ocn.ne.jp 担当：加藤） 

とびっきり野鳥講座     

天売島集合・解散の野鳥観察会です。5月の天売島は、北へ向かう渡り鳥が羽を休め、野鳥観察には絶好の場所。カシラダカ、

オオルリ、センダイムシクイなどが道路わきや庭先、畑などすぐそばに普通に観察できます。中には国内でほとんど目にできない

珍鳥が含まれることも。抱卵期を迎えた海鳥も観察。天売島観察歴40年の寺沢孝毅をはじめとするプロのガイドがご案内。 

観察場所 天売島、2泊3日（天売島集合・解散）   参加費 24,800円（宿泊代含まず。宿泊手配は各自お願いします。） 

日程/募集人数 ①4/29(土)～5/1(月)、②5/2(火)～5/4(木)、③5/5(金)～5/7(日)、先着6名 

主催/申し込み先 ネイチャーライブ（Tel 090‐1520-1489） 

 

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。 

    発行： 自然ウオッチングセンター 

       ホームページ http://shizen.la.coocan.jp/  Eメール pxp03576@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 
イベント情報 
2023さっぽろ定例フットパス 今年も4月から定例フットパスが始動します。毎月第1日曜日開催（1月は14日）、ワンコイン（500

円）、昼食不要に10時～12時までです。年間スケジュールや詳細はお問合せ下さい。 

□［4月2日（日）］星置周辺 約2時間 星置緑地や山口運河で一足早い春の花に出合えるかも知れません。 

□［5月7日（日）］真駒内周辺 約2時間 桜山周辺でエゾヤマザクラを楽しめる時期です。 

近所を歩こう！スローフットパスinさっぽろ2023春編 「コロナ禍で歩くのが苦手になってしまった…」「歩けなくなってしまった

…」。そんな声をよく聞くようになりました。いつもエコ・ネットワークで歩いている速度より、ゆっくり、短く歩きます。全12回開

催。すべて月曜日開催で10：00～12：00まで。定員各回30名（先着順、要申込み）。参加費1回1,000円。 

■①4月10日 野幌森林公園 約5.5ｋｍ ②4月17日 真駒内桜山・真駒内川 約5.6ｋｍ ③4月24日 円山公園・円山川と

宮の森緑地 約5.3ｋｍ 集合場所等の詳細はお問い合わせください。6月下旬まで実施します。 

ロングパスウォーク2023春編 さっぽろテレビ塔をスタートして北広島、恵庭、千歳、そして支笏湖を中間点として支笏湖線

沿いのサイクリングロードを歩き、さっぽろテレビ塔がゴールとなる全10回のフットパス。1日10ｋｍ以上歩きます。昼食持参。

5～9回目は貸切バスを利用するため全回要申込みです。各回20名（先着順）。参加費1回1,000円。 

■①4月25日 さっぽろテレビ塔～ひばりが丘駅 約12.5ｋｍ 詳細はお問い合わせください。6月下旬まで実施します。 

●「エコ友クラブ」会員を募集しています。バスで道内を、飛行機で道内、国内を歩く会員プログラムもあります。 

エコ・ネットワーク新着本のご案内 

決定版見分け方と鳴き声野鳥図鑑350 ￥1,980 著：植村慎吾 367頁 B6判 野鳥たちを写真紹介。鳴き声のQRコード付き。 

第22回「野生生物と交通」研究発表会講演論文集 ￥2,000 編：（一社）北海道開発技術センター 58頁 A4判 

第22回目の「野生生物と交通」の講演会の論文集です。さまざまな発表がまとめられています。 

とことんエナガ、シマエナガ ￥1,760 編：BIRDER編集部 127頁 A5判 エナガとシマエナガを徹底解説、愛でる1冊。 

くらべてわかる哺乳類 ￥1,760 著：小宮輝之 127頁 B5判 知っているようでわかってなかった哺乳類を見分ける決定版！ 

TEL.011-737-7841  FAX.011-737-9606  E-mail.eco@hokkai.or.jp HP.http://city.hokkai.or.jp/~eco/ 

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。 


