〜第 13 回

全国一斉シェアリングネイチャーの日「自然の音さがし」

イベント情報
秋を楽しむネイチャーゲームの会
〜自然の音をさがそう〜

■時間：8:30〜15:30

■会場：岩手県立陸中海岸青少年の家（山田町） ■時間：9:30〜12:00

■対象：小学生以上

■定員：40 名

■参加費：HP を参照ください

■主催：岩手県立陸中海岸青少年

の家 , 共催：さんりくリアス・シェアリングネイチャーの会

in 山形〜自然の音さがし〜
■会場：山形県民の森（山辺町）

■時間：10:00〜12:00
■対象：どなたでも

■定員：30 名

■参加費：大人 400 円／子ども 300 円
■主催：山形村山ネイチャーゲームの会
■申込先：TEL 080-1806-6233 ／ FAX 0237-85-2163

■時間：10:00〜12:00
■対象：どなたでも

■申込先：TEL 019-661-6331（盛岡白百合学園小学校

どんな音があるかな？
■会場：坂戸市雲ケ谷公園（坂戸市）

■時間：10:00〜12:00

■対象：親子（2 歳以上）、一般

■定員：15 名

■参加費：一人 300 円／親子 500 円
■主催：若葉シェアリングネイチャーの会
■申込先：TEL 080-3433-7593

自然の音さがし

■対象：どなたでも

聞こえているよ！秋の音♪
■会場：忠生公園（町田市）
■定員：30 名

オ・ノ・マ・ト・ペ

■会場：所沢航空記念公園（所沢市）

■時間：10:00〜12:00

■定員：30 名

■参加費：一人 300 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 090-8850-7635
メール tokorozawz@ng-s.com（担当：岩井）

メール Wakaba.sharing̲natu@icloud.com（担当：笹原）

■対象：どなたでも

■主催：秋田なまはげシェアリングネイ

矢野、箱崎） ■申込先：TEL 018-847-0760（担当：佐川）

自然の音、探して、聴いて、感じてみよう！

■会場：茂原公園 野外舞台付近（茂原市） ■時間：10:00〜12:30

■定員：30 名

■会場：一つ森公園（秋田市）
■定員：30 名

チャーの会

東京都

■対象：家族

■会場：盛岡白百合学園小学校（盛岡市）
■定員：30 名

■参加費：一人 100 円

東京都

千葉県

■時間：10:00〜12:00

自然の音さがし〜耳をすませば〜

■主催：もりおかネイチャーゲームの会

メール 1004rin@gmail.com（担当：早坂）

秋の会「目を閉じて感じる時間」

10/21SUN

■参加費：大人（中学生以上）300 円／子ども（小学生）200 円

埼玉県

山形県

全国一斉シェアリングネイチャーの日

■対象：どなたでも

埼玉県

■申込先：TEL 0193-84-3311（岩手県立陸中海岸青少年の家）

秋田県

ング」で自然の音さがし

になろう！

岩手県

岩手県

ワンダフルネイチャー「魹ヶ埼灯台トレッキ

2018

うさみみ

うさぎになって、自然の音をきこう！
■会場：新宿御苑（新宿区）

■時間：13:00〜15:00

■対象：親子（3 歳以上） ■定員：20 名

■参加費：一人 300 円

■参加費：大人 300 円／小・中学生 200 円／幼児無料（会員 100 円引） ■参加費：一人 1,000 円（※３人目から一人 500 円、同伴 2 歳以

■主催：もばらシェアリングネイチャーの会

■主催：まちだネイチャーゲームの会

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】）

■申込先：FAX 0475-27-0506

■申込先：メール machidang2@gmail.com（担当：浮揚）

■主催：日本シェアリングネイチャー協会

れた』のエクササイズ体験！

■時間：10:00〜12:30
■対象：大人

■会場：城山公園（稲城市）

■定員：12 名程度

■参加費：一人 2,000 円
■主催：日本シェアリングネイチャー協会
■申込先：メール miyoshi@naturegame.or.jp（担当：三好）

■会場：静岡県立森林公園

森の家（浜松市浜北区）

■対象：小学生以上の親子

■定員：15 組程度

■参加費：一家族 500 円
■主催：浜松ひよっこシェアリングネイチャーの会

■参加費：小学生以上 200 円
■主催：さがみシェアリングネイチャーの会

■申込先：メール komorebi-inoman@jcom.home.ne.jp（担当：井上） ■申込先：TEL 046-251-5174

■時間：10:00〜12:00
■会場：和歌山県植物公園緑花センター（岩出市）
■定員：30 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

■対象：親子、一般

■会場：牧野ヶ池緑地（名古屋市名東区）

■主催：なごやネイチャーゲームの会
■申込先：TEL 0561-48-2864
メール chie.n@outlook.jp（担当：中村）

■会場：佐賀城公園（佐賀市）

■対象：自然で遊びたい方

■定員：20 名

■主催：さがしシェアリングネイチャーの会

■申込先：TEL 090-3668-6802 ／ FAX 0952-52-6053
メール kumeg0950@sco.bbiq.jp

シェアリングネイチャー秋の会

「自然の音をさがそう」
■会場：吉備真備公園（矢掛町）

■時間：10:00〜12:30
■対象：どなたでも

■定員：40 名

■参加費：一人 200 円
■主催：晴れのくに笠岡ネイチャーゲームの会
■申込先：TEL 0866-67-3755
メール mokumoku@ibara.ne.jp（担当：勝間）

吉無田高原で耳を澄ませて
〜秋の自然の音さがし〜

■時間：10:00〜12:30
■対象：どなたでも

メール kobax1961@nifty.com（担当：小林）

親子で楽しむネイチャーゲーム大会
〜自然の音さがし！〜

■時間：13:00〜15:30
■対象：どなたでも
円／ 4 歳以下無料

■主催：三重県シェアリングネイチャー協会／津市ネイチャーゲームの会
■申込先：TEL・FAX 059-385-1484（担当：越山）

秋のネイチャーゲーム大会
〜自然の音さがし〜

■時間：10:00〜12:00
■対象：どなたでも

■会場：森と湖畔の公園（四国中央市）
■定員：30 名

■参加費：大人 300 円／子ども 200 円（3 歳未満は無料）
■主催：えひめ赤星シェアリングネイチャーの会
■申込先：メール akaboshisn@gmail.com

全国一斉シェアリングネイチャーの日

「自然の音をさがそう」

■会場：吉無田高原 緑の村キャンプ場（御船町） ■時間：10:00〜12:00
■定員：30 名

■会場：県営鈴鹿青少年の森（鈴鹿市）
■定員：100 名

■参加費：大人（中学生以上）400 円／子ども（小学生以下）300

大分県

どこかな、ここかな、自然の音さがし

■定員：20 名

■参加費：一人 200 円

熊本県

佐賀県

■申込先：メール chiyo-u@jtw.zaq.ne.jp（担当：上保）

■参加費：一人 200 円

秋の会

愛媛県

in 和歌山〜自然の音さがし〜

■会場：県立相模三川公園（海老名市）
■定員：30 名

■主催：グリーン相模原シェアリングネイチャーの会

岡山県

和歌山県

全国一斉シェアリングネイチャーの日

■対象：親子、一般

■参加費：一人 200 円（3 歳以上）

■申込先：メール hamahiyo16@gmail.com（担当：鈴木）

■時間：10:00〜12:00

■定員：50 名

■時間：16:30〜18:30

■時間：10:00〜12:00

■対象：親子

■会場：神奈川県立相模原公園（相模原市） ■時間：10:00〜12:00

■時間：10:00〜12:00
■対象：親子、一般

どんな音が聞こえるかな？さがみ川

三重県

〜自然の音さがし〜

〜自然の音を聞いてみよう〜

愛知県

静岡県

全国一斉シェアリングネイチャーの日

秋のネイチャーゲーム

神奈川県

自然の声に耳をすます &『空と大地が私に触

■申込先：メール zenkoku1sei@naturegame.or.jp

神奈川県

東京都

メール ccat.chocomint@gmail.com（担当：澤田）

■対象：親子

■会場：中津プレーパーク（中津市）

■定員：20 組

■参加費：大人 500 円／中学生以下 300 円（緑の村入村料を含む） ■参加費：無料
■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）

■主催：中津シェアリングネイチャーの会
■申込先：当日会場にて受付します。
お問合せ TEL 090-9498-5669（担当：原口）

※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。

