
〒912-0131
福井県大野市南六呂師169－11－2（六呂師高原）
電話 0779－67－1655　FAX 0779－67－1656
URL http://fncc.pref.fukui.lg.jp
E-mail sizen-ci@pref.fukui.lg.jp

■開館時間／9：00～17：00（入館は閉館30分前まで）■入館無料

■休 館 日／月曜日（祝日を除く）、祝日の翌日（土・日・祝日を除く）

 年末年始（12月28日～翌年１月４日）
 ※7月21日～8月31日は毎日開館します。
　　　　　　　※館内整理のため臨時に休館することがあります

◇＝「福井県自然観察指導員の会」との共催　　　　＝申込みが必要です。

【行事】 ※都合により、一部変更する場合があります。ご了承ください。

 ※冬季のプログラムは、積雪の状況により予告なく中止する場合があります。ご了承ください。

 ※申込み・お問い合わせは、実施日の1か月前から受け付けます。(TEL・FAX・E-mailにて)

 ※申込みは、定員になりしだい〆切らせていただきます。（先着順）

【通年プログラム】※10人以上を団体として取り扱いいたします。

申込

￥

＝福井ライフ・アカデミー連携講座　　　　＝CST（理数系教員）養成プログラム（福井大学）対象講座ライフ CST

＝参加費（保険料50円）などの負担が必要です。詳しくはお問い合わせください。

福井県自然保護センター 検索

平成30年度  自然保護センター行事案内
テ　　ー　　マ 場　　所 期　　　日 時　　間

◆里山観察ウォーク　　　　                  　　　　　　　※対象：行事ごとに異なります。ホームページ等でご確認願います。　

◇新緑の青葉山麓を歩こう 大飯郡高浜町 青葉山   5月12日(土)  10:00～15:00

◇カキツバタの咲く池河内湿原 敦賀市池河内 池河内湿原   5月26日(土)  10:00～15:00

◇ハマナス咲く三里浜砂丘の自然 福井市川尻町周辺　三里浜砂丘   6月16日(土)   10:00～15:00

◇歴史の浪漫街道－木ノ芽古道－ 南条郡南越前町 木ノ芽峠 11月  3日(土)   10:00～15:00

◇スノーシューで森の探検！ センター　自然観察の森 平成31年 2月 9日(土)  10:00～14:00

◆夏休み標本教室　　　　             　　　　　　　　　  ※対象：小・中学生の親子（保護者同伴）

◇美しい植物標本をつくろう ≪夏休み自由研究対策≫ センター　本館   7月21日(土）  10:00～15:00

◇作ってみよう昆虫標本≪夏休み自由研究対策≫ センター　本館   8月  4日(土）  10:00～15:00

◆池ヶ原湿原ガイド　　　　                  　　　　　　　※対象：どなたでも参加できます（中学生以下は保護者同伴）

◇湿原の多くの動植物が見ごろとなる5月下旬から
　7月下旬にかけ、ガイドを実施します。

【見ごろとなる動植物】
＜植物＞レンゲツツジ・カキラン・トキソウ・ミズチドリ・
　　　　ノカンゾウ・コバギボウシなど
＜動物＞モリアオガエル・オオルリボシヤンマ・
　　　　エゾイトトンボ・ギンヤンマ・ショウジョウトンボ・
　　　　ハラビロトンボなど

勝山市平泉寺町　
池ヶ原湿原

  5月…19日、26日
  6月…  2日、   9日、16日、
　　    23日、30日
  7月…  7日、14日、21日
                  （全て土曜日）

11:00～12:00

　13:15～14:15

◆自然講座　　　                          　　　　　　　　　 ※対象：どなたでも参加できます（中学生以下は保護者同伴）

◇自然保護セミナー
  驚きのクモの世界 ～いま解き明かされるクモの不思議～

センター   9月  8日(土） 10:00～15:00

◆天文教室　　　                          　　　　　　　　　 ※対象：行事ごとに異なります。ホームページ等でご確認願います。

天体望遠鏡を作ってみよう！≪夏休み自由研究対策≫ センター　本館　第1駐車場   7月15日(日) 18:00～21:30

スマホやケータイで星を撮ろう≪夏休み自由研究対策≫ センター　観察棟   7月22日(日) 19:30～21:30

ペルセウス座流星群をみよう センター　第1駐車場   8月12日(日） 21:00～24:00

天の川の撮影に挑戦！（固定撮影） センター　観察棟 10月  7日(日) 19:30～21:30

天体撮影に挑戦！（直焦点撮影） センター　観察棟 11月  9日(金) 19:00～22:00

◆特別観望会　　　        　　　　　　　　　　　　　　 ※対象：どなたでも参加できます（中学生以下は保護者同伴）

星空観望ゴールデンウィーク　－木星と春の天体をみよう－ センター　観察棟
  4月28日(土)、 4月29日(日)、
  5月  4日(金)、 5月  5日(土)

19:30～21:30

七夕の夜　－織姫星と彦星をみよう－ センター　観察棟   7月  7日(土) 19:30～21:30

15年ぶりの大接近！巨大な火星をみよう センター　観察棟   7月31日(火) 19:30～21:30

お盆には星を… センター　観察棟   8月14日(火) 19:30～21:30

星空観望シルバーウィーク　－土星と火星をみよう－ センター　観察棟   9月15日(土)、9月16日(日) 19:30～21:30

中秋の名月　 センター　観察棟   9月24日(月振替) 19:30～21:30

アンドロメダ大銀河と天王星・海王星をみよう センター　観察棟 11月  3日(土祝) 19:00～21:00

◆通年プログラム

予
約
不
要

◇四季の自然観察シリーズ
　自然観察の森をガイドします

センター　自然観察の森
4月15日（日）～10月28日（日）
毎週日曜・祝日

11:00～12:00
13:15～14:15

週末天体観望会
　天体観望と星座解説をします

センター　観察棟 毎週土曜（1・2月は休止）
  4～9月　19:30～21:30
10～3月　19:00～21:00

プラネタリウム
　季節の星座めぐりと星座物語を上映します

センター　観察棟 毎週土曜・日曜、祝日（1・2月は休止）
7/21～8/31までは毎週金曜日も上映

10:00～ 11:00～
13:30～ 14:30～（約40分）

昼の天体観望会
　青空に輝く１等星や太陽などを観望します

センター　観察棟 毎週土曜・日曜、祝日（1・2月は休止）
7/21～8/31までは毎週金曜日も実施

15:15～16：00
（プラネタリウム終了後）

冬の星空ガイド
　冬の星空解説と星座物語を上映します

センター　本館
1月～2月　
毎週土曜・日曜、祝日

11:00～　14:00～　
15:00～　（約30分）

◇冬の野鳥レストラン
　エサ台に集まる野鳥が室内から観察できます

センター　本館 1月～2月　開館日
※土曜、日曜、祝日10：00～15：00はガイドあり

9:00～17:00

団
体
向
け
（
要
予
約
）

◇館内・自然観察の森ガイド
センター　本館
または自然観察の森

申込みに応じて実施
※TELでお問合せの上、1か月前までにお申込みください。

六呂師高原野外学習シリーズ
　 小中学校理科の内容を野外で学習できます

センター　本館　
自然観察の森

申込みに応じて実施
※TELでお問合せの上、2か月前までにお申込みください。

天体観望会（昼・夜） センター　観察棟 申込みに応じて実施
※TELでお問合せの上、1週間前（80名を超える場合は1か月前）
　までにお申込みください。プラネタリウム センター　観察棟

プラネタリウム（学習投影）
小学校4年・6年の理科の天体の内容をプラネタリウムで学習できます

センター　観察棟
申込みに応じて実施
※TELでお問合せの上、1か月前までにお申込みください。

申込 ￥ ライフ CST

申込 ￥ ライフ CST

ライフ CST

申込 ￥ ライフ CST

￥

申込 ライフ CST

CST



〒919-1464
福井県三方上中郡若狭町世久見１８－２（食見海岸）
電話 0770－46－1101　FAX 0770－46－9000
URL http://www.fcnc.jp　E-mail:kaihin-c@pref.fukui.lg.jp

■開館時間／ 9：00～17：00（入館は閉館30分前まで）■入館無料
 ※7月21日～8月31日は9：00～18：00

■休 館 日／ 月曜日（祝日を除く）、祝日の翌日（土・日・祝日を除く）
 年末年始（12月28日～1月4日）
 ※7月21日～8月31日は毎日開館します。
 ※館内整理のため臨時に休館することがあります

＝申込みが必要です。　　＝参加費が必要です。金額は講座により異なりますので、海浜自然センターにお尋ねください。申込

ライフ CST

￥

＝CST(理数系教員）養成プログラム（福井大学）対象講座＝福井ライフ・アカデミー連携講座

（注１）都合により、日程や内容を変更することがありますので、ご了承ください。　（注２）団体利用は10人以上が対象です。1週間前ま

でにお申し込みください。体験は先約順です。講座によって一度に体験できる人数に制限があります。　（注３）団体利用の場合は、参

加者全員が傷害保険に加入している必要があります。　（注４）団体のスノーケリングをご希望の際には、１ヶ月前までにお申し込みく

ださい。安全対策や海浜自然センターが認めた指導者の確保など体制が整った団体が対象になります。　（注５）繁忙期や土日祝日は

個人向け講座の種類を限定する場合があります。

参加申込み・お問い合わせは、電話・FAX・Ｅ-ｍａｉｌで受け付けております。 福井県海浜自然センター 検索

◆クラフト講座(通年) ◆自然体験・実験講座団体 個人 団体 個人 実施期間

ビーチクラフト ２００円（１．５～２時間） ２００円～（30分） スノーケリング（団体２．５～３時間、個人２時間） １，０００円 １，０５０円 ６月下旬～９月

海の万華鏡作り ２００円（４５分～１時間） ２００円（３０分） ウエット磯観察（２．５～３時間） ５００円 ６月下旬～９月

海藻おしば(個人は乾燥海藻おしば) １００円（１～１．５時間） １００円（４５分） 磯の生きもの観察（１．５～２時間） １００円 １００円 ５月中旬～９月上旬

海の生きもの立体工作(8種類から選びます) ５００円（１時間） ５００円（３０分） 海釣り体験（１．５～２時間） １００円 １００円 ５月中旬～１１月上旬

おさかなキーホルダー作り １００円（１時間） １００円（３０分） プランクトン観察（１時間） １００円 ４月下旬～１１月上旬

海の絵付け体験(小皿またはカップ) ２００円（３０分間～１時間） ２００円（３０分） ビーチコーミング(海辺の漂着物しらべ）（１時間） 無料 １１月～５月上旬

チリメンモンスターを探せ ２００円（１時間） ２００円（３０分） 海の実験教室（１時間） １００円 通年

しじみストラップ作り １００円（１時間） １００円（３０分） イカや魚の解剖実験＋試食（２時間） １００円、イカ・魚１体４００円 ６月～１１月

ととばっぐ作り ２００円（３０分） ２００円（３０分） 海・湖の生きものや環境のお話（３０分） 無料 通年

スノーケルくんおめん作り 無料（１５分） 企画自然体験（季節にあわせた様々な体験） １００円～１，０００円 季節限定

企画クラフト(季節に合わせた様々なクラフト) １００円～１，０００円 【出張講座の実施】

　当センターでは、７月、８月の繁忙期以外に県内の保育園・幼稚園・小中高等学

校・公民館・イベント等に出向いて、クラフト講座や自然体験・実験講座、観察会等

の出張講座を開催しています。期日や時間、対象者、学習内容を相談いただけれ

ば、その土地に合わせた講座を提供させていただくことができます。みなさまから

のお問い合わせをお待ちしています。

◆通年プログラム 団体 個人

館内ガイド 無料（～１時間）

３Dシアター「若狭の海」・「若狭の風を感じて」 無料（１５分） 無料（１５分）

クイズラリー(参加賞あり) 無料 無料

餌やり体験 一皿　１００円 一皿　１００円

平成30年度  海浜自然センター行事案内
テ　　ー　　マ 場　　所 期　　　日 時　　間

◆スノーケリング自然教室

みんなで環境美化！海域公園クリーンアップ 海浜自然センター、食見海岸、烏辺島   6月16日（土） 10:00～16:00

初心者におすすめ！スノーケリングをマスターしよう 海浜自然センター、食見海岸
7月7日（土）、7月22日（日）、7月25日（水）、8月7日（火）
8月11日（土）、8月19日（日）、8月26日（日）

9:00～12:00

スノーケリングで食見海岸を探検しよう 海浜自然センター、食見海岸   9月  1日（土） 9:00～12:00

経験者におすすめ！三方海域公園スノーケリングを楽しもう
海浜自然センター、烏辺島(三方海域公園地区3号)   8月  4日（土） 11:00～16:00

海浜自然センター、常神(三方海域公園地区1号) 8月25日（土）、9月2日（日） 10:00～16:00

◆海のふれあい教室

早めに自由研究スタート！①貝殻を探してみよう 敦賀市または美浜町の海岸(美浜町きいぱす集合)   4月28日（土） 9:00～11:30

早めに自由研究スタート！②貝殻標本を作ってみよう 美浜町きいぱす   4月28日（土） 13:00～15:00

春の砂浜で生きものを探してみよう 高浜町和田海岸(高浜町はまなす公園集合)   4月30日（月） 9:00～12:00

プランクトンの世界をのぞいてみよう 海浜自然センター、食見海岸   5月  6日（日） 10:00～11:30

初夏の磯で生きものを探してみよう 海浜自然センター、食見海岸 5月27日（日）、6月17日（日） 9:30～12:00

海藻の体のしくみを知っておいしく食べよう！ 海浜自然センター   6月  3日（日） 9:30～12:30

初夏の砂浜で生きものを探してみよう 小浜市西津浜(若狭高等学校海洋キャンパス集合)   6月  9日（土） 9:00～12:00

早めに自由研究スタート！③海藻採集と標本作り 海浜自然センター、食見海岸   6月10日（日） 9:00～12:00

早めに自由工作スタート！海藻を使って工作にチャレンジ！ 海浜自然センター   6月10日（日） 13:00～15:00

夏休みの自由研究①海浜植物採集と標本作り 海浜自然センター、食見海岸   7月21日（土） 10:00～16:00

ウエットスーツを着て磯の生きものを観察しよう 坂井市田の尻海岸（坂井市みくに自然学習ｾﾝﾀｰ集合） 7月24日（火）、8月18日（土） 12:00～15:30

夏休みの自由研究②昆虫採集と標本作り 海浜自然センター、食見海岸   8月  1日（水） 10:00～16:00

夏休みの自由工作　ビーチクラフトをやってみよう！ 海浜自然センター   8月  5日（日） 9:30～11:30

初心者におすすめ！海釣りをやってみよう 海浜自然センター、食見海岸 9月15日（土）、9月23日（日） 9:00～12:00

イカの体のしくみを知っておいしく食べよう！ 海浜自然センター   9月24日（月） 9:30～12:30

漁業に挑戦しよう！①定置網 若狭町世久見湾(若狭町世久見漁港集合) 10月13日（土） 5:00～8:30

魚の体のしくみを知っておいしく食べよう！ 海浜自然センター 10月20日（土） 9:30～12:30

ハロウィンナイトアクアリウム　夜の海の生きものを観察しよう 海浜自然センター 10月27日（土） 18:30～20:30

海の宝物を探そう！（ビーチコーミング） 敦賀市または美浜町の海岸(美浜町きいぱす集合) 11月18日(日） 9:00～11:30

漂着物アートに挑戦しよう！ 美浜町きいぱす 11月18日(日） 13:00～15:00

海の生きものの不思議に迫る！冬のお話会①イルカ 海浜自然センター 12月15日（土） 13:30～15:00

バイオイクラを作ってみよう！ 海浜自然センター   1月26日（土） 13:30～15:00

漁業に挑戦しよう！②若狭カキ 小浜市仏谷(小浜市仏谷駐車場集合)   2月  9日（土） 9:00～12:00

海の生きものの不思議に迫る！冬のお話会②クラゲ 海浜自然センター   2月24日（日） 13:30～15:00

海の生きものの不思議に迫る！冬のお話会③ズワイガニ 海浜自然センター   3月16日（土） 13:30～15:00

◆三方五湖自然教室　　　　　　　　　　　　 ※対象：どなたでも（小学生以下保護者同伴参加）受付開始は4月1日から

バードウォッチング　春　北帰直前！超～地味だけど素潜り名人のオオハムを探せ！ 若狭町食見海岸～小浜市矢代（海浜自然センター集合）   4月15日（日） 9:00～11:30

バードウォッチング　初夏　超早起きは10文の得！ 小浜市上根来～遠敷峠（小浜市森林の水ＰＲ館集合）   5月19日（土） 4:00～10:00

外来種バスター ①カエルやカメの捕獲と解剖 三方湖周辺（県立三方青年の家集合）   5月26日（土） 9:00～12:00

はす川の魚を観察しよう 若狭町はす川（若狭町鳥浜貝塚公園集合）   7月  1日（日） 9:00～12:00

田んぼで魚の赤ちゃんをつかまえよう 若狭町鳥浜の水田（若狭町鳥浜貝塚公園集合）   7月  8日（日） 9:00～12:00

外来種バスター ②ブルーギルの捕獲 三方湖周辺（県立三方青年の家集合） 10月  7日（日） 9:00～12:00

サケの遡上を観察しよう 若狭町はす川（県立三方青年の家集合） 11月11日（日） 9:00～12:00

バードウォッチング　冬　三方五湖のカモの種類を見分けよう 三方湖周辺（里山里海湖研究所集合） 12月  1日（土） 9:00～11:30

バードウォッチング　冬　ビギナーのための探鳥会ｉｎ久々子湖 久々子湖周辺（美浜町総合運動公園体育館集合）   1月19日（土） 9:00～11:30

バードウォッチング　冬　オジロワシとコハクチョウを観察しよう 三方湖周辺（里山里海湖研究所集合）   2月  3日（日） 9:00～11:30

◆指導者養成講座　　　　　　　　　　　　　 ※対象：高校就学年齢以上の方でスノーケリング指導者になる意欲のある方　受付開始は4月1日から

スノーケリング指導者養成講座①自然観察法講習 海浜自然センター、食見海岸、国立若狭湾青少年自然の家 6月23日（土）～6月24日（日） 10:00～翌日12:00

スノーケリング指導者養成講座②指導者基礎講習 海浜自然センター、食見海岸 6月30日（土） 10:00～16:00

※対象：「みんなで環境美化！海域公園クリーンアップ」 の水中は中学生以上のスノーケリング経験者、陸上はどなたでも(小学生以下保護者同伴参加)／ 「初心者
におすすめ！スノーケリングをマスターしよう」 は小学4年生以上／ 「スノーケリングで食見海岸を探検しよう」 は小学4年生以上の 「初心者におすすめ！スノーケ
リングをマスターしよう」 受講者／ 「経験者におすすめ！三方海域公園スノーケリングを楽しもう」 は中学生以上のスノーケリング経験者 受付開始は6月1日から

※対象：「ウェットスーツを着て磯の生きものを観察しよう」は小学4年生以上／その他はどなたでも（小学生以下　
　保護者同伴参加）受付開始は4月1日(「初心者におすすめ！海釣りをやってみよう」は7月1日)から
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