〜第 12 回

2017

全国一斉シェアリングネイチャーの日「自然にタッチ！」

10/15

イベント情報

SUN

〜秋の自然に触ってみよう〜

■会場：一つ森公園（秋田市）

■時間：10:00〜12:00
■対象：どなたでも

■定員：30 名

■参加費：100 円
■主催：秋田なまはげシェアリングネイチャーの会
■申込先：TEL 018-847-0760（担当：佐川）

■参加費：300 円（２歳以下無料）
※別途、新宿御苑入園料（一般 200 円、小・中学生 50 円が必要）
■主催：日本シェアリングネイチャー協会

■参加費：100 円

■主催：ところざわシェアリングネイチャーの会

■申込先：TEL・FAX 03-3947-6338

■参加費：200 円

チ！〜近づく秋に五感でタッチ !!〜
■会場：都立野川公園（三鷹市）

■時間：10:00〜14:30
■対象：親子、大人

■定員：30 名

■参加費：大人 400 円／子ども 300 円

※３歳以下 100 円

■主催：むさしのネイチャーゲームの会

芹沢公園の自然にタッチ！
■会場：芹沢公園（座間市）

※３

■主催：グリーン相模原シェアリングネイチャーの会
komorebi-inoman@jcom.home.ne.jp

（担当：井上）

■対象：親子、一般

■定員：30 名

■参加費：無料
■主催：さがみシェアリングネイチャーの会
■申込先：メール kobax1961@nifty.com

秋の自然にタッチ！

■対象：どなたでも

遊戯広場付近（浜

■時間：16:00〜19:00

■会場：猪高緑地（名古屋市名東区）

■定員：30 名

■参加費：大人 300 円／子ども 200 円※幼児無料、会員 100 円引
■主催：まちだネイチャーゲームの会
■申込先：メール machidang2@gmail.com

ネイチャーゲームで、
秋の自然にタッチしよう！

■時間：13:30〜15:30

■会場：太閤山ランド

場（射水市） ■対象：どなたでも

ピクニック広

■定員：20 名

■参加費：大人 300 円／子ども 200 円
■主催：富山県シェアリングネイチャー協会
■申込先：メール eiyama2012-ng@yahoo.co.jp
TEL 090-8098-4471（担当：永山）

三重県

■会場：佐鳴湖公園

愛知県

静岡県

〜自然にタッチしてかんじてみよう〜

秋の会

■会場：町田市立忠生公園（町田市）

■時間：10:00〜12:30

FAX 046-251-5174（担当：小林）

自然をかんじようネイチャーゲーム

■主催：こうとうネイチャーゲームの会

メール koto̲nature@yahoo.co.jp（担当：酒井）

富山県

■定員：70 名

「むさしの２０周年企画」自然にタッ

■時間：10:00〜12:00

■会場：神奈川県立相模原公園（相模原市南区）

■会場：都立猿江恩賜公園（江東区）
■定員：30 名

■参加費：300 円

神奈川県

神奈川県

〜自然にタッチしよう〜

■時間：10:00〜12:00（１部）／ 13:00〜15:00（２部）

■時間：10:00〜12:00

■対象：どなたでも

（担当：荒木）

「秋のネイチャーゲーム」

■申込先：メール

■時間：10:00〜12:00

■定員：25 名

■申込先：メール musashino.naturegame@gmail.com

■申込先：メール zenkoku1sei@naturegame.or.jp

歳以上

■会場：所沢航空記念公園（所沢市）

■対象：子ども〜大人

東京都

■会場：新宿御苑（新宿区）
■定員：親子の部 20 名／大人の部 20 名

■対象：親子、一般

■時間：13:00〜17:00

東京都

東京都

■対象：親子、一般

自然にタッチ！ in 猿江恩賜公園

■申込先：メール saitama201701@yahoo.co.jp（担当：松森）

自然にタッチ！

■時間：13:00〜15:00

自然にタッチ！フシギの宝箱

東京都

埼玉県

秋田県

自然と遊ぼう 自然にタッチ！

親子で楽しむネイチャーゲーム大会
「自然にタッチ！」

■時間：13:30〜16:00

■会場：三重県営鈴鹿青少年公園（鈴

松市西区） ■対象：幼児〜小学生（保護者同伴でお願いします）

■対象：親子、一般

※大人のみの参加も歓迎

■参加費：200 円

■参加費：大人 400 円／子ども（小学生以下）300 円

■参加費：1 家族 500 円

■主催：なごやネイチャーゲームの会

以下無料

■主催：浜松ひよっ子シェアリングネイチャーの会

■申込先：TEL・FAX 0516-74-5718

ネイチャーゲームの会

■定員：10 組程度

■申込先：メール hamahiyo16@gmail.com（担当：鈴木）

■会場：京都御苑（京都市上京区）

■対象：どなたでも ※4 歳以上

■定員：30 名

■参加費：大人 400 円／子ども（4 歳以上）300 円
■主催：京都府シェアリングネイチャー協会
■申込先：メール kamogawa̲nature@yahoo.co.jp

■対象：どなたでも

■会場：監物台樹木園（熊本市）
■定員：30 名

■参加費：大人 500 円、中学生以下 300 円（監物台樹木園入園
料含む） ■主催：熊本県シェアリングネイチャー協会
■申込先：TEL 070-4710-5600

FAX 0966-63-6911

メール ori@minamata-nature.com（担当：小里）

■会場：花博記念公園鶴見緑地（大阪

市鶴見区） ■対象：小学生以上 ※幼児の参加はご相談下さい
■定員：30 名

■参加費：大人 300 円／子ども無料

■主催：鶴見緑地ネイチャーゲームの会
■申込先：メール akira.inoue3@gmail.com
TEL 090-8448-7460（担当：井上）

自然にタッチ！秋の調べを感じよう♪

■時間：9:30〜11:30
■対象：一般

■会場：宮崎神宮藤棚広場（宮崎市）

■定員：30 名

■参加費：300 円
■主催：たちばな宮崎シェアリングネイチャーの会
■申込先：TEL・FAX 0985-27-4140
メール Etsuko.Izaki@mb3.seikyou.ne.jp（担当：猪崎）

■定員：100 名
※4 歳

■主催：三重県シェアリングネイチャー協会、津市

■申込先：メール

t.can2010513@gmail.com（担当：越山）

全国一斉シェアリングネイチャーの日

「自然にタッチ！」

■時間：13:00〜15:30

■会場：和歌山県立森林公園

根来山

げんきの森（岩出市）
■対象：4 歳以上

■定員：25 名

■参加費：大人 400 円／子ども 300 円
■主催：根来山げんきの森ネイチャーゲームの会
■申込先：根来山げんきの森管理棟
鹿児島県

熊本城の秋の自然にタッチ！

■時間：10:00〜12:30

「・・・にふれる」

■時間：13:00〜16:00

宮崎県

熊本県

全国一斉シェアリングネイチャーの日 in 熊本

鶴見緑地ネイチャーゲームの会秋の会

鹿市） ■対象：親子、一般

和歌山県

■時間：10:00〜12:30

メール terachan@mb.ccnw.ne.jp（担当：寺西）

大阪府

京都府

全国一斉シェアリングネイチャーの日

■定員：20 名

TEL 0736-61-7233

森にタッチ！森の多様性と循環に
タッチ！してみよう

■時間：9:00〜17:00

■会場：鹿児島市観光農業公園（グリー

ンファーム）（鹿児島市） ■対象：親子 20 組（小学生以上）
※中学生以上は子どもだけの参加も可
■参加費：無料

■定員：40 名

■主催：鹿児島市、かごしまし・みなみシェ

アリングネイチャーの会
■申込先：メール kagoshima̲minami̲sn@yahoo.co.jp
FAX 099-269-0092（事務局）

※お申込み時に、参加者の氏名（ふりがな）、年齢（学年）、住所、連絡先（電話・メール）をお知らせください。

