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場所 オンライン 定員 20名/回 場所 大崎山公園近隣 定員 15名 場所 上保内・布施谷川 定員 15名

参加費 1000円(望遠鏡別途) 受付 5/1～直前日曜 参加費 300円 受付 2週間前～ 参加費 大人200/子供100円 受付 2週間前～

場所 渡瀬橋左岸付近 定員 20名 場所 三燕みどりの森公園 定員 20組/回 場所 月岡トリムの森 定員 20名

参加費 500円 受付 2週間前～ 参加費 200円 受付 7/1～２日前 参加費 300円 受付 2週間前～

場所 大河津分水公園 定員 20名 場所 三燕みどりの森公園 定員 10組/回 場所 五十嵐川遊水地 定員 15名

参加費 無料 受付 8/1～2日前 参加費 500円/人＋1,000円/組 受付 8/1～前日 参加費 300円 受付 2週間前～

場所 三条市総合運動公園トリムの森 定員 親子　30組 場所 三条市中央公民館 定員 16名 場所 三条市中央公民館 定員 16名

参加費 100円 受付 後日配布 参加費 2,700円 受付 未定　ウェブ参照 参加費 2,700円 受付 未定　ウェブ参照

『燕三条グリーンツーリズム』イベント一覧

申込
NPO法人 星空ファクトリー

申込
NPO法人 星空ファクトリー

0256-32-0908 ssfl@mail2.ginzado.ne.jp ssfl@mail2.ginzado.ne.jp

8月21日(土) 9/19（土）～9/ 20（日） 9/26　（日）

9時半～11時半 10時～翌日正午 9時～11時半

大河津分水で魚や水
辺の生き物を捕まえて
観察してみよう！生き
物の取り方や名前も
教えます！

街の真ん中にある自
然豊かな公園で、テン
トやタープの設営、
ゲームや工作、料理な
ど、屋外で楽しく過ご
します。

2年前に完成した五十
嵐川遊水地は、格好
のビオトープになってい
ます、野鳥や植物を中
心とした観察を行いま
す。

9時半～11時半 10時～11時半

0256-32-5716

10時～11時半

緑豊かな自然の中で、
親子で協力しながら、
問題を解いてゴールを
目指します。

身近な自然の仕組み
や営みを、楽しく観察・
実験・体験しよう。
小学3年～4年生対象
です。

身近な自然の仕組み
や営みを、楽しく観察・
実験・体験しよう。
小学5年～6年生対象
です。

申込
三条市青少年育成センター

大河津分水で生き物観察会 アウトドア体験教室

申込
NPO法人にいがた里山研究会

申込

親子ふれあい広場
（ウォークラリー）

楽しい理科・科学教室 秋期
小学校3年～4年（全4回）

楽しい理科・科学教室 秋期
小学校5年～6年（全4回）

9/予定 9/12(日)初回（10～12月各1回） 9/26(日)初回（10～12月各1回）

五十嵐川遊水地自然観察会
～水辺の植物、動物を丸ごと観察～

NPO法人にいがた里山研究会

0256-32-5716 haki935@cb4.so-net.ne.jp 0256-32-5716

申込
大河津分水生き物観察会係

申込
NPO法人ネットワークみどり緑

申込
NPO法人にいがた里山研究会

080-9876-3683 haki935@cb4.so-net.ne.jp

8/7(土)・8/8(日) 8/8　（日）

19時～21時

川に入って水生生物を
採集し観察した後、小
型定置網を引き上げ
て魚類の捕獲調査も
行います。

公園には、様々な昆
虫、ビオトープにはカエ
ルやドジョウも！毎年、
虫の種類が増加中、
今年は何が仲間入りし
ているか？

夜の森を歩いて、虫た
ちを探します。セミの羽
化やクワガタ、カミキリ
ムシ等が観察できるか
も・・・。

申込

オンライン教室
「望遠鏡工作&月食観察教室」

高峰山周辺自然観察会
～中部北陸自然歩道を歩く～

市民ホタルの観察会
～田んぼのホタルを探せ！～

　2021年 春・夏版（上半期）

21(金),22(土) 5/23　（日） 6/26　（土）

NPO法人にいがた里山研究会

ssfl@mail2.ginzado.ne.jp 0256-32-5716 0256-32-5716

19時～21時 9時～11時半 19時半～21時

手軽に作れる望遠鏡
工作教室! 自分で作っ
た望遠鏡で月食を見
よう!!5月26日(水)の
皆既月食無料ライブ
特典配信します。

大崎山公園に隣接す
る高峰山（147ｍ）周
辺の樹木、草花を中
心とした自然をじっくり
と観察します。

山間の田んぼを周回
し、ゲンジボタルとヘイ
ケボタルを観察しま
す。何種類かのカエル
の合唱も楽しめます。

申込
NPO法人 星空ファクトリー

申込
NPO法人にいがた里山研究会

申込

五十嵐川の生きもの調査
～川に入って生きもの探し！～

昆虫教室

9時～11時半 9時～11時半

NPO法人ネットワークみどり緑

里山ナイトウォーク観察会
～夜の虫たちに会いに行こう～

7／25　（日）
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場所 三燕みどりの森公園 定員 20名 場所 新通川、新保踏切付近 定員 10名 場所 新通川 定員 20名

参加費 200円 受付 9/1～前日 参加費 無料 受付 2週間前～ 参加費 500円 受付 2週間前～

申込
NPO法人ネットワークみどり緑

申込
NPO法人にいがた里山研究会

haki935@cb4.so-net.ne.jp 0256-32-5716

ドングリや落ち葉で遊
び、自然観察の楽しさ
を学びます。

新通川の土手や川底
の草刈りとゴミの除去
を行い、水生生物の生
息環境の保全を図りま
す。

9時～11時半 8時～10時

自然観察教室 新通川クリーン作戦

10/3（日） 10／3　（日）

秋冬開催イベント
(9月申込開始分)

『秋・冬版（下半期）』は、
9月上旬にウェブサイト掲載予定です！

9時～11時半

身近な川で雑魚釣りを
楽しみます。いろんな
種類の雑魚を釣り上
げて観察しましょう！

申込
NPO法人にいがた里山研究会

0256-32-5716

新通川雑魚つり大会
～何種類の魚が釣れるかな？～

10／10　（日）
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