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地球は水の星・水があるから
たくさんの生きものが暮らしていける
湿地（ウエットランド）は、地上に降った水を
受け止めて集め、貯蔵し、浄化して
私たちの地球の生きものすべてが利用できる
ようにしてくれます。

■なぜ湿地を守るの

湿地は人間を含むすべての生きものにとって欠かせない場所です。 地上に降った水を集めて提供

してくれるほか、嵐や洪水による被害を小さくし、田んぼや川や干潟などでは多様ないのちが生ま

れて育ち、レストランの様な存在でもあります。 またそこで暮らす人々にとってかけがえのない学

びや安息の場所であり、精神的な支えとなっていることも少なくありません。 

しかし、開発による埋め立てや水質の悪化などにより、湿地の劣化や減少は続いています。 湿地の

豊かさやその価値を理解し、安易に開発してしまわず、未来の人々も湿地の恵みを受け続けられる

ようにすることが何よりも大切です。　

■湿地のグリーンウェイブとは

2010年、生物多様性条約ＣＯＰ10の名古屋での

開催を機に、ラムネットＪは、田んぼ関係の団体

に呼び掛けて「田んぼのグリーンウェイブ」を実

施しました。 その後、対象を田んぼだけではな

く湿地全体にひろげて、2011年からは「湿地の

グリーンウェイブ」として開催しています。

国連生物多様性の10年に向けた市民活動とし

て、毎年多数の団体が参加し、グリーンウェイブ

湿地版としての活動が定着してきました。　

これからも湿地をネットワークして守ることの

大切さをさらに広めていきます。

●問い合わせ先 : ラムサール・ネットワーク日本  湿地のグリーンウェイブ係  Tel.Fax.03-3834-6566   E-mail:gw@ramnet-j.org

全国で多くのみなさんが「湿地のグリーンウェイブ」に参加しています。（2018年の活動から）

主催／ラムサール・ネットワーク日本　
東京都台東区台東1-12-11 青木ビル3F  
http://www.ramnet-j.org/

後援／WWFジャパン、日本野鳥の会、
　　　日本自然保護協会、IUCN日本委員会、
　　　国連生物多様性の10年市民ネットワーク　

※「湿地のグリーンウェイブ」は、「国連生物多様性の10年日本委員会（UNDB-J）」が推奨する事業として認定を受けています。 また、登録イベントは、環境省などが主催する「グリーンウェイブ2019」に　
　登録し、IUCN日本委員会が主催する「にじゅうまるプロジェクト」への登録手続きを行います。

湿地のグリーンウェイブ2019

徳島県

日時：7月7日(日) 11：00～13：00 
場所：曽根干潟カブトガニ自慢館集合→産卵場所へ移動
　    （北九州市小倉南区曽根新田南４丁目１）
一昨年以降減少傾向大であること、産卵場所の環境悪化、当日の気象
条件等で、当日見ることができない可能性もあります。
参加費：無料   問い合わせ:093-4356-8285
生きている化石カブトガニの国内有数の生息地である曽根干
潟で、カブトガニの産卵のようすを観察します。２億年の命を
繋いだ神秘のドラマを間近でじっくりと観察しませんか。

●曽根干潟のカブトガニ産卵観察会
日本カブトガニを守る会福岡支部

特定非営利活動法人 里山の風景をつくる会

特定非営利活動法人 里山の風景をつくる会

日時：6月2日（日）9：30～11：30
場所：徳島県小松島市田浦町
集合場所：小松島市田浦地区コミュニティ集会所　　　
　 　　  （小松島市田浦町中村16-5）
〈要申込〉info@enjoy-satoyama.com　　
参加費：300円　問い合わせ:090-7142-0910
http://www.enjoy-satoyama.com
6月の田んぼは、苗や生きものがどんどん大きくなって、賑やかです。貝
エビやホウネンエビ、イトミミズ、チビゲンゴロウ、みんないそがしそう。
隅っこの暗い所でじっとしているのはアカハライモリ。田んぼや畦や水路
を探検して、たくさんのいのちが支え合って生きていることを発見しよう。

●田んぼ探検隊 part2 アカハライモリと遊ぼう！

日時：7月21日（日）9：00～11：00
場所：徳島県小松島市櫛淵町
　　　※集合場所は申込まれた方にお知らせします
〈要申込〉info@enjoy-satoyama.com　　
参加費：300円　問い合わせ:090-7142-0910
http://www.enjoy-satoyama.com
真夏を迎えた田んぼでは、穂を垂らした緑の千枚畔に風が走り、用
水路には田んぼで育ったエビ・ヤゴ、カエル、海川ため池からやって
きた魚が泳いでいます。7月の田んぼ探検隊は櫛淵の用水路で生き
もの観察をします。田んぼの生きものワールドを楽しみませんか。

●田んぼ探検隊 part3 用水路で魚をとろう！

WetlandsGreenWave2019

徳島県

日時：8月中旬
場所：黒沢湿原（徳島県三好市池田町漆川）
集合：黒沢湿原に午前10時に集合。
※雨具・弁当・飲物持参。 山間の湿原なので事前にルートを確認
　してください。 現地までの公共交通は無です。
参加費：無料  問い合わせ:090-7144-1799（黒川アヤ子）
http://kurozoumamoroukai.web.fc2.com/
日本特産のスイレンの名前は「ヒツジグサ」その他キセ
ルアザミ・イヌノハナヒゲなど動物や物の名前が付いた
植物の由来など考えながら観察しよう。

●湿原植物の特徴 徳島県

黒沢湿原を守ろう会

日時：4月～3月で不定期開催
場所：交流の里おうごし／
       王越とんぼランド（香川県坂出市王越町）
参加費：無料　問い合わせ:090-2828-4595
「王越とんぼランド」にはさまざまなトンボをはじめ、貴重な
動植物が残っています。解説だけの観察会ではなく、五感で感
じながら子どもから大人まで一緒に自然を楽しむ「かんさつ
会」を行い、地域の自然を守るには何が必要かを考えます。

●王越自然観察会

日時：5月11日(土) 13：00～
場所：りんくう公園／朽網川河口海岸（北九州市小倉南区）
参加費：無料　問い合わせ:093-475-8861
https://sites.google.com/site/mizutomidorinokannkyou/home
はるかオーストラリアやニュージーランドからアラスカやシ
ベリヤまで旅するシギ・チドリ類を中心に干潟で休息する旅
鳥たちや餌になる干潟のカニなどの生き物を観察します。

●春の干潟の生き物観察会・干潟の清掃活動

香川県

王越とんぼプロジェクト実行委員会

日時：7月中旬　場所：松山市河野地区
参加費：無料　問い合わせ:089-992-9152
http://morimichi.org
オオキトンボを観察します。本種は瀬戸内海沿岸地域のため池に
多数生息していましたが、環境の改変により減少し、絶滅が危惧
されているアカトンボの仲間です。秋に水位が下がって現れたた
め池の砂地と水の際に産卵する習性があります。

●オオキトンボの観察会
愛媛県

福岡県

ＮＰＯ森からつづく道 参加
限定

東朽網校区まちづくり協議会/「水と緑の美化プロジ
ェクト」委員会/東朽網市民センター・里っ子クラブ

日時：7月20日(土) 10：00～11：30
場所：曽根干潟・朽網川河口海岸（北九州市小倉南区曽根新田）
参加費：無料　問い合わせ:093-475-8861
https://sites.google.com/site/mizutomidorinokannkyou/home
地元でハチガメと呼ばれ親しまれてきたカブトガニの、国内
有数の産卵地である朽網川河口海岸で、産卵の様子を観察し、
その後産卵場所周辺の漂着ゴミの清掃活動を行います。

●ハチガメ産卵観察会・
　朽網川河口海岸の清掃活動

東朽網校区まちづくり協議会/「水と緑の美化プロジ
ェクト」委員会/東朽網市民センター・里っ子クラブ/
日本カブトガニを守る会福岡支部

福岡県

福岡県

日時：4月21日(日）13：00（予定） 
場所：瀬戸内町立図書館・郷土館ホール
　　　（鹿児島県奄美大島瀬戸内町）
参加費：無料   問い合わせ:080-5067-0957（安部）
https://www.nacsj.or.jp/
今年2月、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」が世界
自然遺産への登録を目指して推薦されました。昨年のIUCN（世
界自然保護連合）による延期勧告と、それを受けた推薦の取り下
げ、再検討を経た、再挑戦です。今回は一足先に世界自然遺産に
登録された小笠原諸島から小笠原自然観察指導員連絡会の方を
講師に招き、登録前後の島のようすなど島民の視点からのお話
しを聞き、奄美のみなさまと一緒に考える場にします

●奄美大島の未来を考える 
　小笠原世界自然遺産に学ぶ 
　世界自然遺産講演会

日本自然保護協会
鹿児島県

日時：4月23日（火）  夜（時間未定）
場所：AiAiひろば（予定）（鹿児島県奄美大島奄美市名瀬）
参加費：無料   問い合わせ:03-553-4103
https://www.nacsj.or.jp/
世界自然遺産に登録された先輩である小笠原諸島から小笠
原自然観察指導員連絡会の方を講師に招き、登録前後の島の
ようすなど島民の視点からのお話しを聞き、みなさまと一緒
に考える場を名瀬で開催します。

●小笠原世界自然遺産に学ぶ 
　世界自然遺産講演会 in 名瀬

日本自然保護協会
鹿児島県

日時：4月21日（日）14：00～16：30 
場所：和白干潟・海の広場（福岡市東区和白4丁目6-8）
参加費：無料   問い合わせ:080-5251-8677
https://wetland-forum.jimdofree.com/
潮干狩りは、たくさんの人が干潟の恵みを受け取りながら干
潟を耕します。この伝承が干潟の環境を守ることにつながり
ます。干潟やアサリのことを少し学んで、チーム対抗潮干狩
りにチャレンジしよう!!

●和白干潟で潮干狩り
ウエットランドフォーラム

福岡県

日時：4月～11月（5～6回干潟調査）
場所：和白干潟周辺の干潟
問い合わせ:080-5251-8677
https://gata-ranger.jimdo.com/
都市の中の「和白干潟」はいろんな環境がコンパクトに揃っています。
ガタレンジャーの使命は2つあります。 ひとつは、泥を掘ったり、水の
中を観察して、生きものたちとたくさん出会い、学ぶこと。もうひとつ
は、和白干潟の面白さや、環境の大切さをみんなに伝えることです。 

●和白干潟の子供調査隊・ガタレンジャー
ウエットランドフォーラム

福岡県

日時：4月13日（土）13:30～16:30 
場所：諫早市中央公民館（市民センター）（諫早市）
参加費：500円   
問い合わせ:高谷（TEL/FAX 0957-25-2328）
http://isahayabay.g2.xrea.com/

諌早湾の開門を命じた福岡高裁が一転、「開門判決は無効」と信
じ難い判決を出した。干拓農地では開門を求めて営農者が裁判
を提起。さらに青年漁業者がカキ養殖に取り組み始め、市民には
「話し合いの場」を求める署名が始まる。　今の諌早湾の姿を見
つめ、次の世代に何を引き継ぐのか。そして私達に求められてい
ることは何か、確かめる集会にします。

●諌早湾の今、と これから
干潟を守る日2019in諫早実行委員会

長崎県

日時：5月25日(土) 18：00～21：00
場所：川原広場一帯（東彼杵郡川棚町岩屋郷／川原）   
        （長崎県東彼杵郡川棚町岩屋郷）
参加費：無料   
問い合わせ: 0956-83-3372、 090-7292-8830

美しいホタルの乱舞を楽しむ他、麦わらでホタルかご作
り、餅つき、産地特産品などの出店を行います。また関係
団体展示や演奏、歌やトーク等もあります。ここは石木ダ
ム建設事業の対象地で、石木川の自然を守る運動と連携
しながら実施しています。

●川原(こうばる)ほたる祭り
川原人会（こばるとかい）

長崎県

日時：4月14日（日） 9:00～10:30
場所：球磨川河口右岸堤防（八代市鼠蔵町）
参加費：無料   
問い合わせ: 0965-33-5447、090-3328-4970
春、繁殖地へ向かうシギ・チドリたちは、球磨川河口で羽
を休め、エネルギーを補給して、繁殖地であるシベリア・
アラスカへ向かいます。無事、繁殖地へたどり着けるよう
に応援しましょう。また、河口周辺のごみ拾い活動をし
て、生息地をきれいにしましょう。

●球磨川河口・頑張れ!シギ・チドリ観察会
八代野鳥愛好会

日時：4月21日（日） 10：00～
場所：荒尾干潟（荒尾市蔵満（くらみつ）27番地の海岸）
参加費：100円  
問い合わせ: 090-3015-1420（安尾征三郎）
シギ・チドリ類春の渡り観察会を市民参加で20年来実施し
てきました。特に、近年、ラムサール条約湿地に登録されたこ
とで市民の関心が高まっており、100名近くの参加がありま
す。秋の渡りの時期、越冬期の野鳥観察会も大変な参加者で
にぎわい、清掃作業は恒例となっております。

●有明海市民探鳥会in荒尾干潟

日本野鳥の会熊本県支部/荒尾干潟賢明・利活用協議会/
エコパートナーあらお市民会議

熊本県

熊本県

日時：4月14日（日）9:00～12:00
場所：干拓農地など（諫早市）  
集合場所：JR諫早駅西口  参加費：1,000円   
問い合わせ:高谷（TEL/FAX 0957-25-2328）
http://isahayabay.g2.xrea.com/

●諌早湾の今、と これから/現地見学会
干潟を守る日2019in諫早実行委員会

長崎県

日時：4月21日（日） 11：00～
場所：沖縄市ITワークプラザ前浜辺、および泡瀬干潟
　　 （沖縄市泡瀬3丁目）
参加費：無料   問い合わせ:090-5476-6628
http://saveawasehigata.ti-da.net/
午前11時にイベント場所に集合。全体説明後、干潟に入り、観
察。 今年は、クビレミドロの激減などの異常が起こっていま
す。 4月21日頃は、クビレミドロの出現時期は過ぎています
が、現場で異常を説明します。 この日は、干潮午後1時半ころ
でマイナス（今年の最大干潮）です。 遠くまで行けますので、
ウミエラ生息地（埋立工事現場近く）まで行きたいと思いま
す。2017，2018年度は、ホソエダアオノリ（海藻）の異常発生
がありましたが、今年は現時点で確認していません。

●湿地のグリーンウエイブ2019
　IN泡瀬干潟（泡瀬干潟を守る日）

泡瀬干潟を守る連絡会
沖縄県

日時：6月16日（日)
場所：奄美大島瀬戸内町西古見町（瀬戸内町西古見）
参加費：無料   問い合わせ:080-5067-0957
http://e-amco.com/
大型クルーズ船寄港問題で揺れる奄美大島西古見海岸の
砂浜で、みんなで浜を歩き生物を探し同定します。調査と
観察会を行います。

●奄美・西古見の砂浜生物調査
海の生き物を守る会

鹿児島県

参加
限定

湿地のグリーンウェイブは国連生物多
様性の10年日本委員会によりグリーン
ウェイブのオフィシャルパートナーとし
て任命されています。

★〈参加限定〉のマークがついているイベントは一般参加者を募集していません。



日時：4月27日（土）・28日（日）
　　 13：00～15：00（随時参加）　
場所：えこりん村・ふゆみずたんぼ（北海道恵庭市牧場277-4）
参加費：入園料/大人1,200円/中学生以下無料
問い合わせ:0123-34-7800　
http://www.aleph-inc.co.jp/
田植えは苗、じゃあ稲の種まきはいつ？ 公開が珍しいお米の
種まきの体験を行います。育苗用の専用箱に種をまく作業が
体験できます。 詳細はお問い合わせください。

●お米の種まき 北海道

北海道

株式会社アレフ

株式会社アレフ

株式会社アレフ

日時：7月13日（土） 9：00～11:00　
場所：ウトナイ湖サンクチュアリ

ネイチャーセンター（北海道苫小牧市）
参加費：無料　問い合わせ:0144-58-2411
ウトナイ湖の自然観察路周辺の外来植物の分布を調べ、オオアワダチソ
ウが多い地点で抜き取りを行ない、その場所の経年変化を調べていま
す。 「外来種とは？」「なぜ除去する必要があるのか？」などを勉強し、日
本野鳥の会が日本で最初に開設した「サンクチュアリ（野生鳥獣の生息
地の保全や来訪者が自然を直接体験する場所）」の保全活動を通じ、ウト
ナイ湖の自然と共存を目指しています。

●外来植物オオアワダチソウ除去 北海道

ヨコハマタイヤリトレッド（株）
北海道事業所

日時：6月1日（土）・2日（日）※体験時間はお問い合わせください（要予約）
場所：えこりん村・ふゆみずたんぼ（北海道恵庭市牧場277-4）
参加費：入園料/大人1,200円/中学生以下無料
問い合わせ:0123-34-7800　
http://www.aleph-inc.co.jp/

日時：4月6日（土）・5月11日（土）・6月15日（土）
　　 以降11月まで実施　〈要申込〉
場所：民間稲作研究所有機農業技術支援センター　　　  
（栃木県河内郡上三川町下神主233）
参加費：15,000円　問い合わせ:0285-53-1133
https://inasaku.org/

30種類のトンボが訪れるえこりん村の「ふゆみずたんぼ」で、生きも
のの豊かさを感じながらの田植え体験を開催します。汚れてもよい服
装でお越しください。詳細はお問い合わせください。

子どもや孫たちの健康を守るために、有機認定圃場で農薬や化学肥料を
使わずにひまわり・なたねを栽培し、グリーンオイルの搾油工房で生絞
りと精製を行って瓶詰めしお持ち帰りいただきます。

●田植え体験

●ひまわり・なたねを栽培し、安全で「へたらない」
美味しい生絞りのマイ・オイルを自給しましょう

NPO法人民間稲作研究所

日時：5月11日（土）13：00～16：30
場所：姉崎保健福祉センター（アネッサ）（千葉県市原市椎津1131）
参加費：無料 ※要申込/定員あり（先着順） 
問い合わせ:080-6720-8787
https://miraiseeds.jimdofree.com/
椎津川流域には市街地のすぐそばに豊かな里山が今も息づいています。本ワーク
ショップでは、改修が予定されている椎津川を見て歩き、カメの生態調査を行って
いる科学者や流域で活躍する方々のお話を通じて、自然を保全しつつ、自然を活か
して地域の魅力を高める川づくりについて、学びあい、一緒に考えます。

●椎津川 生物多様性ワークショップ～
川と里山を守り、活かし、未来に伝える
ために私達にできること

みらいseeds（椎津川水系と里山を愛する会）

栃木県日時：5月11日（土）・6月23日（日）・7月13日（土）
　　 以降11月まで実施　〈要申込〉
場所：民間稲作研究所有機農業技術支援センター　　
　（栃木県河内郡上三川町下神主233）
参加費：28,000円　問い合わせ:0285-53-1133
https://inasaku.org/
40㎏のお米を収穫するのに必要な苗を4枚のポットで育て、その苗を
有機認定水田に田植え機で移植します。多様な水田生物を育みなが
ら、生き物の力を借りて稲を育て、ミネラルの豊かなお米を収穫して
持ち帰っていただきます。

●有機稲作チャレンジプロジェクトと味噌づくり
NPO法人民間稲作研究所

栃木県
〈栃木会場〉
日時：3月19日（火）～20日（水）・4月16日（火）～17日（水）・
5月20日（月）～21日（火）・6月25日（火）～26日（水）・
10月17日（木）～18日（金）／10：00～17：00〈要申込〉
場所：民間稲作研究所有機農業技術支援センター　　　   
（栃木県河内郡上三川町下神主233）
参加費：（全日参加50,000円、昼食費含む1泊2日

年間5回、延べ60h)
〈関西会場〉
日時：3月10日（日）・4月14日（日）・5月19日（日）・
6月23日（日）・10月4日（金）／10：00～17：00〈要申込〉
場所：中道唯幸農園（滋賀県野州市比留田2458）
〈東北会場〉
日時：3月23日（土）・4月20日（土）・5月24日（金）・
6月29日（土）・10月19日（土）／10：00～17：00〈要申込〉
場所：（株）ジェイラップ（福島県須賀川市大字泉田字作田18-2）
参加費：関西・東北会場いずれも（1日5,000円、弁当各自持参）
問い合わせ:0285-53-1133
https://inasaku.org/

●2019年ポイント研修
NPO法人民間稲作研究所

栃木県
日時：5月12日（日）9:00～15:00
場所：渡良瀬遊水地（栃木県栃木市）
集合場所：栃木市藤岡遊水池会館・駐車場
参加費：無料　問い合わせ:090-6938-5490
https://watarase-mirai.jimdo.com/
「ラムサール条約湿地・渡良瀬遊水地」の自然を、植物、昆虫、野鳥のグ
ループに別れて、専門家の案内で観察する。午後は、湿地保全活動を、
ヤナギ、セイタカアワダチソウ除去を中心に行う。

●渡良瀬遊水池・自然観察会

北海道

日時：7月20日（土）～8月18日（日）※期間内毎日開催予定
場所：えこりん村・ふゆみずたんぼ（北海道恵庭市牧場277-4）
参加費：入園料/大人1,200円/中学生以下無料
問い合わせ:0123-34-7800　
http://www.aleph-inc.co.jp/
30種類のトンボが訪れるえこりん村の「ふゆみずたんぼ」で、夏休み
期間、毎日外来種の駆除と田んぼの生きもの観察会を開催します。詳
細はお問い合わせください。　※北海道ではトノサマガエルは国内
移入された外来種になります。

●えこりん村の夏休み！
①外来生物トノサマガエルを捕まえろ!大作戦
②みて！さわって！田んぼの生きものたち

参加
限定

日時：6月9日（日） 10：00～12：00　
場所：相野沼（宮城県遠田郡涌谷町上郡）
参加費：無料　問い合わせ:0229-22-2546
http://www.furukawa-gakuen.ac.jp/
相野沼には，様々な生きものや鳥類が生息し，希少な水草が繁茂して
います。この貴重で素晴らしい環境の保全・保護活動の一環として，
ごみ拾い等の清掃活動を行います。また，その価値を知るために，簡
単な生きもの調査・鳥類観察を行います。

●相野沼クリーン活動と鳥類・生きもの調査
宮城県

古川学園高等学校普通科進学コース
生物文化多様性保全チーム

参加
限定

WetlandsGreenWave2019 WetlandsGreenWave2019

渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会/
ラムサール湿地ネットわたらせ/
日本野鳥の会栃木県支部/わたらせ未来基金

埼玉県
日時：毎月１回(土・日・祝日) 9:30～12:00
場所：北野の谷戸（所沢市北野南2丁目里山保全地域）
※開催日時、集合場所の詳細は未定。 詳細はメールでお問合せく
ださい。 kojima@totoro.or.jp（児嶋）
参加費：無料　問い合わせ:04-2947-6047
https://www.totoro.or.jp/
北野の谷戸で休耕している農地や雑木林に本来の機能を持たせ、
北野の谷戸の農業文化を生かした循環型農法を行い、昔ながらの
里地・里山の景観やそこに生息する豊かな生物相を復元する。

●北野の谷戸の芽会
公益財団法人トトロのふるさと基金

東京都
日時：5月12日(日) 11：00～14:00
場所：ムスビガーデン桜新町/２F 料理教室
（世田谷区桜新町１丁目21-15）※アレルギーのある方はおしらせください。
参加費：3,500円　問い合わせ:090-1797-7146
https://www.crafood.com/
TTP-3（田んぼを食べるプロジェクト）の第３回は、都内で最も品揃え
豊富なマクロビオティックのムスビガーデン桜新町店で行われま
す！今回は風景を食べることで身土不二を体感し、川、水田、海という
湿地を守ることにつなげて行きます。農家さんと周りの仲間たちで採
れるその地の恵みを味わいながら、現代版の身土不二実現に向けて講
義・ディスカッションして行きます。

TTP 「田んぼを食べるプロジェクト」

千葉県

日時：6月15日(土) 10：00～15：00
場所：行徳鳥獣保護区（千葉県市川市福栄4-22-11）

※雨天・荒天時翌日開催。
参加費：無料　問い合わせ:047-397-9046
http://gyotokubird.wixsite.com/npofgbo
国内の分布最北限である東京湾奥部のトビハゼに親しむ一
日。普段非公開の保護区を一部開放して干潟のトビハゼやカ
ニを観察します。マスコット作りも予定。

●トビハゼの日
特定非営利活動法人 行徳野鳥観察舎友の会

千葉県

日時：5月5日（日）10：00～14：00（予定）
一般参加／要事前申し込み・定員あり（先着順）
場所：殿町干潟（川崎市川崎区）
集合場所：京浜急行 大師線「小島新田」駅
参加費：一般:500円／学生:100円／未就学児：無料
問い合わせ:higata2019@nacot.org（メールのみ）
http://www.nacot.org/
東京湾では希少な天然の干潟での毎年恒例の観察会です。開催
場所は、海から1.6kmの汽水域です。公園などの観察会とは一
味ちがう、干潟環境で、いきもの観察を行います。

●多摩川河口干潟観察会～干潟の生きものたち～

●身土不二の田んぼ料理

神奈川県

日時：5月12日(日) 10：00～15：00
場所：千葉県山武市実門(さねかど)
参加費：子ども2,000円（小中高校生）／大学生6,000円
（５回分の参加費とお米代（約５kg）、交流会費、保険料、田んぼの管理費、
農具代等を含みます。） ※今後の日程について（稲の成長具合や
天候によって変更する場合があります）
6月9日(日)／草取り、農作業、田んぼの生き物観察
7月6日(土)／草取り、農作業、バーベキュー交流会、ホタル見学、花火
9月8日(日)／稲刈り、郷土のお話
10月6日(日)／／収穫祭（わら細工体験、もちつき）
参加費：全5回分：12,000円
問い合わせ:070-5579-1321
https://www.facebook.com/tsuchinogakko
この企画では土に触れたり、生産現場を見たり、農家の方たちと交流する
ことが自然と私たちのつながりを考える上で大切なことだと実感できま
す。春から秋まで５回農業体験と交流をします。毎回ご飯とお味噌汁を作
り、みんなでいただきます。

●土の学校  田植え
土の学校

千葉県

日本自然保護協会(NACS-J)/
自然観察指導員東京連絡会(NACOT)

日時：4月21日(日) 10:00～11:30（時間は予定です）
場所：吉野川市民グランド東詰め下（住吉5丁目地先）
参加費：大人300円、子供100円
問い合わせ:090-7268-9448　
http://www.yoshinogawa-ram.net/
吉野川住吉干潟でカニ、トビハゼなどを観察し、シオマネキの市
民調査場所や近辺の歴史を知ります。南岸土手より広々とした春
の川の景色や頬に当たる風を感じながら、干潟や川にいる鳥を観
察しつつ、河口までをウォーキングします。

●春のラムサールウォーキング
　春の吉野川を楽しもう

徳島県

徳島県

徳島県

吉野川ラムサールネットワーク

日時：５月３日（金祝）9：30～11：30 
場所：徳島県小松島市大林町※集合場所は申込まれた方にお知らせします
〈要申込〉info@enjoy-satoyama.com
参加費：300円   問い合わせ:090-7142-0910
http://www.enjoy-satoyama.com
水を張った田んぼの土はトロトロでいい気持ち。始めに歩く練習を
した後、苗を植えていきます。小さい子たちはまっすぐ張ったロー
プに沿って。大きい子たちは定規を使って。広い田んぼ一面に苗を
植え終わった後はとても爽快。田んぼ探検隊、今年もはじまるよ！

●田んぼ探検隊 part1 田植えをしよう！
徳島県

特定非営利活動法人 里山の風景をつくる会

日時：4月7日（日）13：00～（干潟）／
　　 14：30～16：00（マリンホ－ル）
場所：吉野川住吉干潟と、沖洲マリンターミナルビル
　      2階会議室マリンホール（徳島市東沖洲２丁目14番地）
参加費：無料   問い合わせ:090-7268-9448
http://www.yoshinogawa-ram.net/
日頃観察会をしている私たち自身が干潟や干潟観察について学びたい
と、和田恵次先生に来ていただき、干潟の生物を観察し、室内で干潟観
察会の持ち方や留意点・子供から学んだことなどをお話ししていただく。

●和田恵次先生学習会
「海と陸・川の狭間に生きる動物たち－その貴重性」

吉野川ラムサールネットワーク

日時：5月19日（日）10:00～11:30
　※雨天順延／6月2日(日)10:00～11:30　
場所：吉野川市民グランド助任矢先（徳島市助任本町7丁目地先）
参加費：大人300円、子供100円
問い合わせ:090-7268-9448　
http://www.yoshinogawa-ram.net/
助任干潟は、沢山の泥の中の生きものや鳥に出会える広々とした干潟で
す。初夏ののどかな吉野川で大人も小さなこどもも楽しめる観察会です。

●初夏の助任干潟で遊ぼう
吉野川ラムサールネットワーク

日時：6月2日（日）10:00～12:00
場所：吉野川河口住吉干潟（徳島市住吉4・南岸グランド東詰）
参加費：大人300円、高校生以下100円
問い合わせ:088-623-6783
（とくしま自然観察の会）http://www.shiomaneki.net
（徳島子ども劇場）http://toku-k-g.sakura.ne.jp
吉野川河口の干潟では、シオマネキ、トビハゼ、ヒロクチカノコな
ど今や各地の干潟から姿を消しつつある多種多様な生物があたり
まえに観察できます。ラムサール条約の国際基準を満たしている
河口の当たり前のすごさを再発見しよう。

●めざせラムサール！しおまねきラリー2019

日時：5月18日（土）10:30～12:30
場所：吉野川南岸の最河口干潟（徳島市北沖洲4）
参加費：大人300円、高校生以下100円
問い合わせ:088-623-6783
（とくしま自然観察の会）http://www.shiomaneki.net
（海の生き物を守る会）http://e-amco.com

●吉野川と海が出合う河口干潟の観察会

日時：5月26日（日）
場所：七豊米水田（金沢市岸川町）
参加費：500円（予定）　問い合わせ:076-288-5803
http://kahokugata.sakura.ne.jp
みんなで田植えをします。

●七豊米田植え体験 石川県

福井県

福井県

愛知県

NPO法人河北潟湖沼研究所

日時：4月27日（土）・28日（日） 9：00～
場所：中池見人と自然のふれあいの里（敦賀市樫曲79奥堀切）
参加費：5,000円　問い合わせ:090-8269-9801
http://nakaikeminet.raindrop.jp/

日時：5月19日（日）10:45～11:30／14:00～14:45 
※2回公演（予定） 各定員50名
場所：豊田市自然観察の森 ネイチャーセンター（豊田市）
※事前申し込みが必要。 申し込み・問い合わせは、豊田市自然観察の森
（0565-88-1310）へ　※いずれも当日席 20席あり
参加費：無料　問い合わせ:090-8499-0029
http://dozira.net/wp/

1区画5m×5mと、初めての方でも無理のない手ごろな広さの
ミニ田んぼ。市民サポーターさんたちによる、中池見湿地の持
続可能な保全に向けての取り組みです。昔ながらの田んぼづく
りで、おいしいお米とたくさんの生き物が育まれています。

愛知県豊田市にある「豊田市自然観察の森」において毎年5月に
開催されている「自然ふれあいフェスタ」において、ホタルの暮ら
す水辺と周囲の里山をテーマとしたミュージカルを上演します。

●生きものワイワイ！
ミニ田んぼしよう～（^0^）/ 田植えの巻

●ミュージカル
「ホタルリゾート！本日オープン！」

NPO法人中池見ねっと

劇団シンデレラ

日時：5月5日（日）
場所：上関町長島田ノ浦
参加費：無料　問い合わせ:090-8995-8799
http://e-amco.com/
生物多様性豊かな上関町長島の田ノ浦の磯で海の生き物
観察会を行います。みんなで歩いて生き物を探し、室内に
持ち帰り生き物を同定します。

●磯の生物観察会
海の生き物を守る会

日時：５月５日（日）10:00～15:00　
　　  ※雨天予備日：５月６日（月祝）
場所：藤前活動センター／藤前干潟（名古屋市港区藤前）
参加費：無料（観察会有料：大人200円/子ども100円/幼児無料） 
問い合わせ:080-5157-2002
※月曜・第3水曜を除く、9:30～16:00まで
http://www.fujimae.org/
毎年恒例の藤前干潟の春のイベントです。今年も石ころ干潟観察会
＆干潟観察会、ライブやミュージカルの公演を予定しています。ま
た、さまざまななグループによるブース出展もあります。

●藤前干潟 生きものまつり
NPO法人藤前干潟を守る会

日時：5月18日・25日／6月1日・8日・15日・22日・29日
／7月6日・13日・20日（全て土曜日） 
11：00～12：00／13：15～14：15（1日に2回実施）
場所：池ヶ原湿原（勝山市平泉寺町池ヶ原）
集合：池ヶ原湿原駐車場
参加費：無料   問い合わせ:0779-67-1655　
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
ガイドが池ヶ原湿原の自然や歴史を案内します。初夏の湿原には、
レンゲツツジやトキソウ、ミズチドリ等が花を咲かせ、モリアオガ
エルやエゾイトトンボも生息します。参加者には花図鑑クリア
ファイルをプレゼント！

●池ヶ原湿原ガイド
池ヶ原湿原保全・活用協議会

福井県
日時：6月23日（日）9：30～11：30
場所：池ヶ原湿原（勝山市平泉寺町池ヶ原）
参加費：無料   問い合わせ:0779-67-1655　
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
池ヶ原湿原の植物の観察と繁茂が問題となっている特定外来生物
オオハンゴンソウの除去活動を通して、湿原を守ることの重要さ
や外来生物の問題、駆除の方法を学びます。参加者には花図鑑クリ
アファイルをプレゼント！

●池ヶ原湿原を守る！初夏の湿原植物観察会
　＆外来植物抜き取り活動

池ヶ原湿原保全・活用協議会

愛知県
日時：6月29日（土）・30日（日）10：00～12：30
場所：矢並湿地（豊田市矢並町地内）
※現地集合になります。 参加希望の方は、事前にお問い合わせくだ
さい。 湿地に踏み込んだり、湿地の中に三脚を立てることはできま
せん。 会場にトイレや水道、自動販売機はありません。
参加費：無料   問い合わせ:0565-88-1310
http://www.toyota-kansatsu.com/index.html
矢並湿地でトンボや草花を観察しよう

●矢並湿地自由観察の日
公益財団法人日本野鳥の会

日時：4月20日（土）10:00～
場所：表浜海岸/表浜まるごと博物館（豊橋市）
参加費：500円   問い合わせ:0532-21-1192
http://www.omotehama.net/
日本の海岸においては、ますます貴重になる砂浜。表浜海岸は、
昨年秋の度重なる大型の台風により大きく地形が変化しました
が、冬の間の強い季節風で復活し、豊かな砂浜を再び形成してい
ます。 砂浜のこと、砂浜の生き物のこと、学びに来ませんか？

●砂浜海岸生物調査研修会・観察会in表浜
海の生き物を守る会

山口県

日時：5月26日（日） 9：00～12：00
場所：板東南ふれあいセンター（旧川崎小学校）

（鳴門市大麻町川崎223）
※持ち物：長靴、汚れてもよい服装、手ふきタオルをご持参ください。
参加受付：naruto.kansatsu@gmail.com
参加費：無料　問い合わせ:088-656-9025
https://www.facebook.com/kounotorinohibi/（fb）
https://www.instagram.com/renkonnahibi/(インスタグラム)
https://kounotori.club
今年も鳴門のコウノトリペアは繁殖し、順調に抱卵を続けています。無事に
雛（ひな）が誕生し成長することを期待して、親子観察会を開催します。 鳴門
のレンコン田でみられる、“コウノトリやさまざまな鳥類”と“コウノトリの餌と
なる生き物”の観察です。今年も元気な雛の姿が、見られるといいですね！

●第５回コウノトリ親子観察会
コウノトリ定着推進連絡協議会

徳島県

日時：4月6日(土) 11：00～12：30
場所：松ヶ磯（モラスコむぎ前浜）
（海部郡牟岐町灘字下浜辺198-1）

参加費：無料　問い合わせ:0884-72-2520
春の大潮時に合わせて午前11時から○×クイズを使った事前説明
を行い、沖島に渡って生き物の棲む場所で水質の良し悪しが判る調
査を行う。もう磯の色が緑や茶色に変わっているので楽しめそう。

●磯の生きもの観察会
NPO法人カイフネイチャーネットワーク

徳島県

NPO法人カイフネイチャーネットワーク
徳島県

日時：4月14日（日）10:00～12:00
場所：吉野川河口住吉干潟（徳島市住吉4・南岸グランド東詰）
参加費：小学生以上：100円　
問い合わせ:088-623-6783
http://shiomaneki.net
吉野川の干潟では、春からはさまざまな干潟の生物、夏には、青い米
粒サイズのシオマネキの稚ガニが観察できます。こんな素敵な場所
はきっと他にはありません。そんな場所を脅かしている大量の漂着
ゴミをクリーンアップして青ガニたちを守りましょう。

●青ガニを守ろう！干潟のクリーンアップ

①吉野川にはなにがいるのかな？
日時：4月21日（日）  場所：最河口干潟付近
②干潟で遊んで学ぶ！
日時：5月19日（日）  場所：住吉干潟付近
③じょれんってなぁに？
日時：6月2日（日）  場所：新町樋門付近
④川と遊ぼう！
日時：7月6日（土）～7日（日）　場所：第十堰上流付近
定員：20名程度　参加費：60,000円
問い合わせ:080-6385-4200
http://kawajyuku.com/
水辺の教室では、国内屈指の自然環境を持つ吉野川で、一年を通して遊び、
学び、感じることで、吉野川の楽しさ、生態系の豊かさ、四季折々の変化を
肌で感じます。 また、地元の川漁師さんや吉野川で育った地元の方々を講
師に招き、「川と共に生きる知恵や技術」を実践し、体感します。それらを通
じ、吉野川と自分たちの暮らしとの関わりについて、感じ、考えることで、
「吉野川は自分たちの川」という意識を持ってもらいたいと思っています。

●第十堰 水辺の教室2019

特定非営利活動法人 川塾
徳島県

愛知県

愛知県

日時：6月9日（日）10：00～15：00
場所：岐阜県海津市～三重県桑名市
集合：10：00/長良川河口堰駐車場

（公共交通を利用される方は、事前にお知らせください）
参加費：1,500円／30歳未満：500円　
問い合わせ:090-1284-1298
http://dousui.org/　
船による長良川河口堰周辺の河床の環境調査とともに木曽三川
の水辺を比較しながら、河口堰による環境影響を観察します。

●長良川下流域環境観察会

よみがえれ長良川！実行委員会
岐阜県

日時：5月19日（日）12:00～
場所：妹背山（観海閣）周辺の干潟、
　　　  又は片男波の干潟（和歌山市）
参加費：無料（資料希望者は300円）　
問い合わせ:090-4499-3157
ハクセンシオマネキやチゴガニの求愛行動、コメツキガニの砂団
子、水際に群がるヤドカリ類、テッポウエビ、絶滅危惧Ⅱ類のイボ
ウミニナやハマグリなど、たくさんの生き物を観察できます。

●和歌浦干潟観察会
和歌山大学教育学部生物学教室

和歌山県

和歌山大学教育学部生物学教室
和歌山県

日時：7月14日（日）10:00～
場所：有田市立病院前の干潟（有田市）
集合場所：箕島中学校南側の川沿いの駐車場。
            干潟までは徒歩で10分ほど。
参加費：無料（資料希望者は100円）　
問い合わせ:090-4499-3157
ハクセンシオマネキやチゴガニの求愛行動、多数のアシハラガ
ニやトビハゼ、ヤドカリ類、ウミニナ類、コゲツノブエなど、たく
さんの生き物を観察できます。

●有田川干潟観察会

日時：4月6日（土）10：00～
場所：大正川阪急高架下周辺（摂津市）
参加費：無料　問い合わせ:080-6159-8414（西堀）
http://www.wagamehogonokai.sakura.ne.jp/
ゴム長を履いて川に入り、甲羅干しをしたり水に潜ったりし
ているカメを捕獲し、個体識別と測定をします。外来種は除
きます。また並行して、川の清掃も行います。

●大正川カメ類調査

和亀保護の会

大阪府

とくしま自然観察の会＆
吉野川ひがたファンクラブ

徳島県

徳島県

参加
限定

日本一の川幅を持つ吉野川河口。川と海の絶妙なバランスが保た
れている河口は、川と海が出合う場所ならではの多種多様な生物
が観察できます。海と水辺の達人向井宏先生との探検は今年で3
年目。どんな生き物に出会えるかな。

徳島県

日時：7月15日(月) 11：00～14：10
場所：松ヶ磯（モラスコむぎ前浜）
（海部郡牟岐町灘字下浜辺198-1）

参加費：無料   問い合わせ:0884-72-2520
海の日に合わせ地域の絵本読み聞かせ団体と連携し、11時から○×クイ
ズを使った事前説明から始まり、島に渡って生き物の棲む場所で水質の
良し悪しが判る調査を行う。13時半から海の生きのの話がはじまる。

●磯の生きもの観察会

とくしま自然観察の会＆海の生き物を守る会
＆吉野川ひがたファンクラブ

とくしま自然観察の会＆徳島子ども劇場
＆吉野川ひがたファンクラブ

栃木県

★〈参加限定〉のマークがついているイベントは一般参加者を募集していません。



日時：4月27日（土）・28日（日）
　　 13：00～15：00（随時参加）　
場所：えこりん村・ふゆみずたんぼ（北海道恵庭市牧場277-4）
参加費：入園料/大人1,200円/中学生以下無料
問い合わせ:0123-34-7800　
http://www.aleph-inc.co.jp/
田植えは苗、じゃあ稲の種まきはいつ？ 公開が珍しいお米の
種まきの体験を行います。育苗用の専用箱に種をまく作業が
体験できます。 詳細はお問い合わせください。

●お米の種まき 北海道

北海道

株式会社アレフ

株式会社アレフ

株式会社アレフ

日時：7月13日（土） 9：00～11:00　
場所：ウトナイ湖サンクチュアリ
　　  ネイチャーセンター（北海道苫小牧市）
参加費：無料　問い合わせ:0144-58-2411
ウトナイ湖の自然観察路周辺の外来植物の分布を調べ、オオアワダチソ
ウが多い地点で抜き取りを行ない、その場所の経年変化を調べていま
す。 「外来種とは？」「なぜ除去する必要があるのか？」などを勉強し、日
本野鳥の会が日本で最初に開設した「サンクチュアリ（野生鳥獣の生息
地の保全や来訪者が自然を直接体験する場所）」の保全活動を通じ、ウト
ナイ湖の自然と共存を目指しています。

●外来植物オオアワダチソウ除去 北海道

ヨコハマタイヤリトレッド（株）
北海道事業所

日時：6月1日（土）・2日（日）※体験時間はお問い合わせください（要予約）
場所：えこりん村・ふゆみずたんぼ（北海道恵庭市牧場277-4）
参加費：入園料/大人1,200円/中学生以下無料
問い合わせ:0123-34-7800　
http://www.aleph-inc.co.jp/

日時：4月6日（土）・5月11日（土）・6月15日（土）
　　 以降11月まで実施　〈要申込〉
場所：民間稲作研究所有機農業技術支援センター　　　  
（栃木県河内郡上三川町下神主233）
参加費：15,000円　問い合わせ:0285-53-1133
https://inasaku.org/

30種類のトンボが訪れるえこりん村の「ふゆみずたんぼ」で、生きも
のの豊かさを感じながらの田植え体験を開催します。汚れてもよい服
装でお越しください。詳細はお問い合わせください。

子どもや孫たちの健康を守るために、有機認定圃場で農薬や化学肥料を
使わずにひまわり・なたねを栽培し、グリーンオイルの搾油工房で生絞
りと精製を行って瓶詰めしお持ち帰りいただきます。

●田植え体験

●ひまわり・なたねを栽培し、安全で「へたらない」
   美味しい生絞りのマイ・オイルを自給しましょう

NPO法人民間稲作研究所

日時：5月11日（土）13：00～16：30
場所：姉崎保健福祉センター（アネッサ）（千葉県市原市椎津1131）
参加費：無料 ※要申込/定員あり（先着順） 
問い合わせ:080-6720-8787
https://miraiseeds.jimdofree.com/
椎津川流域には市街地のすぐそばに豊かな里山が今も息づいています。本ワーク
ショップでは、改修が予定されている椎津川を見て歩き、カメの生態調査を行って
いる科学者や流域で活躍する方々のお話を通じて、自然を保全しつつ、自然を活か
して地域の魅力を高める川づくりについて、学びあい、一緒に考えます。

●椎津川 生物多様性ワークショップ～
　川と里山を守り、活かし、未来に伝える
　ために私達にできること

みらいseeds（椎津川水系と里山を愛する会）

栃木県日時：5月11日（土）・6月23日（日）・7月13日（土）
　　 以降11月まで実施　〈要申込〉
場所：民間稲作研究所有機農業技術支援センター　　
　（栃木県河内郡上三川町下神主233）
参加費：28,000円　問い合わせ:0285-53-1133
https://inasaku.org/
40㎏のお米を収穫するのに必要な苗を4枚のポットで育て、その苗を
有機認定水田に田植え機で移植します。多様な水田生物を育みなが
ら、生き物の力を借りて稲を育て、ミネラルの豊かなお米を収穫して
持ち帰っていただきます。

●有機稲作チャレンジプロジェクトと味噌づくり
NPO法人民間稲作研究所

栃木県
〈栃木会場〉
日時：3月19日（火）～20日（水）・4月16日（火）～17日（水）・
5月20日（月）～21日（火）・6月25日（火）～26日（水）・
10月17日（木）～18日（金）／10：00～17：00〈要申込〉
場所：民間稲作研究所有機農業技術支援センター　　　   
（栃木県河内郡上三川町下神主233）
参加費：（全日参加50,000円、昼食費含む1泊2日
　　　　年間5回、延べ60h)
〈関西会場〉
日時：3月10日（日）・4月14日（日）・5月19日（日）・
6月23日（日）・10月5日（土）／10：00～17：00〈要申込〉
場所：中道唯幸農園（滋賀県野州市比留田2458）
〈東北会場〉
日時：3月23日（土）・4月20日（土）・5月24日（金）・
6月29日（土）・10月19日（土）／10：00～17：00〈要申込〉
場所：（株）ジェイラップ（福島県須賀川市大字泉田字作田18-2）
参加費：関西・東北会場いずれも（1日5,000円、弁当各自持参）
問い合わせ:0285-53-1133
https://inasaku.org/

●2019年ポイント研修
NPO法人民間稲作研究所

栃木県
日時：5月12日（日）9:00～15:00
場所：渡良瀬遊水地（栃木県栃木市）
集合場所：栃木市藤岡遊水池会館・駐車場
参加費：無料　問い合わせ:090-6938-5490
https://watarase-mirai.jimdo.com/
「ラムサール条約湿地・渡良瀬遊水地」の自然を、植物、昆虫、野鳥のグ
ループに別れて、専門家の案内で観察する。午後は、湿地保全活動を、
ヤナギ、セイタカアワダチソウ除去を中心に行う。

●渡良瀬遊水池・自然観察会

北海道

日時：7月20日（土）～8月18日（日）※期間内毎日開催予定
場所：えこりん村・ふゆみずたんぼ（北海道恵庭市牧場277-4）
参加費：入園料/大人1,200円/中学生以下無料
問い合わせ:0123-34-7800　
http://www.aleph-inc.co.jp/
30種類のトンボが訪れるえこりん村の「ふゆみずたんぼ」で、夏休み
期間、毎日外来種の駆除と田んぼの生きもの観察会を開催します。詳
細はお問い合わせください。　※北海道ではトノサマガエルは国内
移入された外来種になります。

●えこりん村の夏休み！ 
①外来生物トノサマガエルを捕まえろ!大作戦 
②みて！さわって！田んぼの生きものたち

参加
限定

日時：6月9日（日） 10：00～12：00　
場所：相野沼（宮城県遠田郡涌谷町上郡）
参加費：無料　問い合わせ:0229-22-2546
http://www.furukawa-gakuen.ac.jp/
相野沼には，様々な生きものや鳥類が生息し，希少な水草が繁茂して
います。この貴重で素晴らしい環境の保全・保護活動の一環として，
ごみ拾い等の清掃活動を行います。また，その価値を知るために，簡
単な生きもの調査・鳥類観察を行います。

●相野沼クリーン活動と鳥類・生きもの調査
宮城県

古川学園高等学校普通科進学コース
生物文化多様性保全チーム

参加
限定

WetlandsGreenWave2019 WetlandsGreenWave2019

渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会/
ラムサール湿地ネットわたらせ/
日本野鳥の会栃木県支部/わたらせ未来基金

埼玉県
日時：毎月１回(土・日・祝日) 9:30～12:00
場所：北野の谷戸（所沢市北野南2丁目里山保全地域）
※開催日時、集合場所の詳細は未定。 詳細はメールでお問合せく
ださい。 kojima@totoro.or.jp（児嶋）
参加費：無料　問い合わせ:04-2947-6047
https://www.totoro.or.jp/
北野の谷戸で休耕している農地や雑木林に本来の機能を持たせ、
北野の谷戸の農業文化を生かした循環型農法を行い、昔ながらの
里地・里山の景観やそこに生息する豊かな生物相を復元する。

●北野の谷戸の芽会
公益財団法人トトロのふるさと基金

東京都
日時：5月12日(日) 11：00～14:00
場所：ムスビガーデン桜新町/２F 料理教室
（世田谷区桜新町１丁目21-15）※アレルギーのある方はおしらせください。
参加費：3,500円　問い合わせ:090-1797-7146
https://www.crafood.com/
TTP-3（田んぼを食べるプロジェクト）の第３回は、都内で最も品揃え
豊富なマクロビオティックのムスビガーデン桜新町店で行われま
す！今回は風景を食べることで身土不二を体感し、川、水田、海という
湿地を守ることにつなげて行きます。農家さんと周りの仲間たちで採
れるその地の恵みを味わいながら、現代版の身土不二実現に向けて講
義・ディスカッションして行きます。

TTP 「田んぼを食べるプロジェクト」

千葉県

日時：6月15日(土) 10：00～15：00
場所：行徳鳥獣保護区（千葉県市川市福栄4-22-11）
　　  ※雨天・荒天時翌日開催。
参加費：無料　問い合わせ:047-397-9046
http://gyotokubird.wixsite.com/npofgbo
国内の分布最北限である東京湾奥部のトビハゼに親しむ一
日。普段非公開の保護区を一部開放して干潟のトビハゼやカ
ニを観察します。マスコット作りも予定。

●トビハゼの日
特定非営利活動法人 行徳野鳥観察舎友の会

千葉県

日時：5月5日（日）10：00～14：00（予定）
一般参加／要事前申し込み・定員あり（先着順）
場所：殿町干潟（川崎市川崎区）
集合場所：京浜急行 大師線「小島新田」駅
参加費：一般:500円／学生:100円／未就学児：無料
問い合わせ:higata2019@nacot.org（メールのみ）
http://www.nacot.org/
東京湾では希少な天然の干潟での毎年恒例の観察会です。開催
場所は、海から1.6kmの汽水域です。公園などの観察会とは一
味ちがう、干潟環境で、いきもの観察を行います。

●多摩川河口干潟観察会～干潟の生きものたち～

●身土不二の田んぼ料理

神奈川県

日時：5月12日(日) 10：00～15：00
場所：千葉県山武市実門(さねかど)
参加費：子ども2,000円（小中高校生）／大学生6,000円
（５回分の参加費とお米代（約５kg）、交流会費、保険料、田んぼの管理費、
農具代等を含みます。） ※今後の日程について（稲の成長具合や
天候によって変更する場合があります）
6月9日(日)／草取り、農作業、田んぼの生き物観察
7月6日(土)／草取り、農作業、バーベキュー交流会、ホタル見学、花火
9月8日(日)／稲刈り、郷土のお話
10月6日(日)／／収穫祭（わら細工体験、もちつき）
参加費：全5回分：12,000円
問い合わせ:070-5579-1321
https://www.facebook.com/tsuchinogakko
この企画では土に触れたり、生産現場を見たり、農家の方たちと交流する
ことが自然と私たちのつながりを考える上で大切なことだと実感できま
す。春から秋まで５回農業体験と交流をします。毎回ご飯とお味噌汁を作
り、みんなでいただきます。

●土の学校  田植え
土の学校

千葉県

日本自然保護協会(NACS-J)/
自然観察指導員東京連絡会(NACOT)

日時：4月21日(日) 10:00～11:30（時間は予定です）
場所：吉野川市民グランド東詰め下（住吉5丁目地先）
参加費：大人300円、子供100円
問い合わせ:090-7268-9448　
http://www.yoshinogawa-ram.net/
吉野川住吉干潟でカニ、トビハゼなどを観察し、シオマネキの市
民調査場所や近辺の歴史を知ります。南岸土手より広々とした春
の川の景色や頬に当たる風を感じながら、干潟や川にいる鳥を観
察しつつ、河口までをウォーキングします。

●春のラムサールウォーキング
　春の吉野川を楽しもう

徳島県

徳島県

徳島県

吉野川ラムサールネットワーク

日時：５月３日（金祝）9：30～11：30 
場所：徳島県小松島市大林町※集合場所は申込まれた方にお知らせします
〈要申込〉info@enjoy-satoyama.com
参加費：300円   問い合わせ:090-7142-0910
http://www.enjoy-satoyama.com
水を張った田んぼの土はトロトロでいい気持ち。始めに歩く練習を
した後、苗を植えていきます。小さい子たちはまっすぐ張ったロー
プに沿って。大きい子たちは定規を使って。広い田んぼ一面に苗を
植え終わった後はとても爽快。田んぼ探検隊、今年もはじまるよ！

●田んぼ探検隊 part1 田植えをしよう！
徳島県

特定非営利活動法人 里山の風景をつくる会

日時：4月7日（日）13：00～（干潟）／
　　 14：30～16：00（マリンホ－ル）
場所：吉野川住吉干潟と、沖洲マリンターミナルビル
　      2階会議室マリンホール（徳島市東沖洲２丁目14番地）
参加費：無料   問い合わせ:090-7268-9448
http://www.yoshinogawa-ram.net/
日頃観察会をしている私たち自身が干潟や干潟観察について学びたい
と、和田恵次先生に来ていただき、干潟の生物を観察し、室内で干潟観
察会の持ち方や留意点・子供から学んだことなどをお話ししていただく。

●和田恵次先生学習会
　「海と陸・川の狭間に生きる動物たち－その貴重性」

吉野川ラムサールネットワーク

日時：5月19日（日）10:00～11:30
　※雨天順延／6月2日(日)10:00～11:30　
場所：吉野川市民グランド助任矢先（徳島市助任本町7丁目地先）
参加費：大人300円、子供100円
問い合わせ:090-7268-9448　
http://www.yoshinogawa-ram.net/
助任干潟は、沢山の泥の中の生きものや鳥に出会える広々とした干潟で
す。初夏ののどかな吉野川で大人も小さなこどもも楽しめる観察会です。

●初夏の助任干潟で遊ぼう
吉野川ラムサールネットワーク

日時：6月2日（日）10:00～12:00
場所：吉野川河口住吉干潟（徳島市住吉4・南岸グランド東詰）
参加費：大人300円、高校生以下100円
問い合わせ:088-623-6783
（とくしま自然観察の会）http://www.shiomaneki.net
（徳島子ども劇場）http://toku-k-g.sakura.ne.jp
吉野川河口の干潟では、シオマネキ、トビハゼ、ヒロクチカノコな
ど今や各地の干潟から姿を消しつつある多種多様な生物があたり
まえに観察できます。ラムサール条約の国際基準を満たしている
河口の当たり前のすごさを再発見しよう。

●めざせラムサール！しおまねきラリー2019

日時：5月18日（土）10:30～12:30
場所：吉野川南岸の最河口干潟（徳島市北沖洲4）
参加費：大人300円、高校生以下100円
問い合わせ:088-623-6783
（とくしま自然観察の会）http://www.shiomaneki.net
（海の生き物を守る会）http://e-amco.com

●吉野川と海が出合う河口干潟の観察会

日時：5月26日（日）
場所：七豊米水田（金沢市岸川町）
参加費：500円（予定）　問い合わせ:076-288-5803
http://kahokugata.sakura.ne.jp
みんなで田植えをします。

●七豊米田植え体験 石川県

福井県

福井県

愛知県

NPO法人河北潟湖沼研究所

日時：4月27日（土）・28日（日） 9：00～
場所：中池見人と自然のふれあいの里（敦賀市樫曲79奥堀切）
参加費：5,000円　問い合わせ:090-8269-9801
http://nakaikeminet.raindrop.jp/

日時：5月19日（日）10:45～11:30／14:00～14:45 
※2回公演（予定） 各定員50名
場所：豊田市自然観察の森 ネイチャーセンター（豊田市）
※事前申し込みが必要。 申し込み・問い合わせは、豊田市自然観察の森
（0565-88-1310）へ　※いずれも当日席 20席あり
参加費：無料　問い合わせ:090-8499-0029
http://dozira.net/wp/

1区画5m×5mと、初めての方でも無理のない手ごろな広さの
ミニ田んぼ。市民サポーターさんたちによる、中池見湿地の持
続可能な保全に向けての取り組みです。昔ながらの田んぼづく
りで、おいしいお米とたくさんの生き物が育まれています。

愛知県豊田市にある「豊田市自然観察の森」において毎年5月に
開催されている「自然ふれあいフェスタ」において、ホタルの暮ら
す水辺と周囲の里山をテーマとしたミュージカルを上演します。

●生きものワイワイ！
   ミニ田んぼしよう～（^0^）/ 田植えの巻

●ミュージカル
　「ホタルリゾート！本日オープン！」

NPO法人中池見ねっと

劇団シンデレラ

日時：5月5日（日）
場所：上関町長島田ノ浦
参加費：無料　問い合わせ:090-8995-8799
http://e-amco.com/
生物多様性豊かな上関町長島の田ノ浦の磯で海の生き物
観察会を行います。みんなで歩いて生き物を探し、室内に
持ち帰り生き物を同定します。

●磯の生物観察会
海の生き物を守る会

日時：５月５日（日）10:00～15:00　
　　  ※雨天予備日：５月６日（月祝）
場所：藤前活動センター／藤前干潟（名古屋市港区藤前）
参加費：無料（観察会有料：大人200円/子ども100円/幼児無料） 
問い合わせ:080-5157-2002
※月曜・第3水曜を除く、9:30～16:00まで
http://www.fujimae.org/
毎年恒例の藤前干潟の春のイベントです。今年も石ころ干潟観察会
＆干潟観察会、ライブやミュージカルの公演を予定しています。ま
た、さまざまななグループによるブース出展もあります。

●藤前干潟 生きものまつり
NPO法人藤前干潟を守る会

日時：5月18日・25日／6月1日・8日・15日・22日・29日
／7月6日・13日・20日（全て土曜日） 
11：00～12：00／13：15～14：15（1日に2回実施）
場所：池ヶ原湿原（勝山市平泉寺町池ヶ原）
集合：池ヶ原湿原駐車場
参加費：無料   問い合わせ:0779-67-1655　
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
ガイドが池ヶ原湿原の自然や歴史を案内します。初夏の湿原には、
レンゲツツジやトキソウ、ミズチドリ等が花を咲かせ、モリアオガ
エルやエゾイトトンボも生息します。参加者には花図鑑クリア
ファイルをプレゼント！

●池ヶ原湿原ガイド
池ヶ原湿原保全・活用協議会

福井県
日時：6月23日（日）9：30～11：30
場所：池ヶ原湿原（勝山市平泉寺町池ヶ原）
参加費：無料   問い合わせ:0779-67-1655　
http://fncc.pref.fukui.lg.jp/
池ヶ原湿原の植物の観察と繁茂が問題となっている特定外来生物
オオハンゴンソウの除去活動を通して、湿原を守ることの重要さ
や外来生物の問題、駆除の方法を学びます。参加者には花図鑑クリ
アファイルをプレゼント！

●池ヶ原湿原を守る！初夏の湿原植物観察会
　＆外来植物抜き取り活動

池ヶ原湿原保全・活用協議会

愛知県
日時：6月29日（土）・30日（日）10：00～12：30
場所：矢並湿地（豊田市矢並町地内）
※現地集合になります。 参加希望の方は、事前にお問い合わせくだ
さい。 湿地に踏み込んだり、湿地の中に三脚を立てることはできま
せん。 会場にトイレや水道、自動販売機はありません。
参加費：無料   問い合わせ:0565-88-1310
http://www.toyota-kansatsu.com/index.html
矢並湿地でトンボや草花を観察しよう

●矢並湿地自由観察の日
公益財団法人日本野鳥の会

日時：4月20日（土）10:00～
場所：表浜海岸/表浜まるごと博物館（豊橋市）
参加費：500円   問い合わせ:0532-21-1192
http://www.omotehama.net/
日本の海岸においては、ますます貴重になる砂浜。表浜海岸は、
昨年秋の度重なる大型の台風により大きく地形が変化しました
が、冬の間の強い季節風で復活し、豊かな砂浜を再び形成してい
ます。 砂浜のこと、砂浜の生き物のこと、学びに来ませんか？

●砂浜海岸生物調査研修会・観察会in表浜
海の生き物を守る会

山口県

日時：5月26日（日） 9：00～12：00
場所：板東南ふれあいセンター（旧川崎小学校）
　　　（鳴門市大麻町川崎223）
※持ち物：長靴、汚れてもよい服装、手ふきタオルをご持参ください。
参加受付：naruto.kansatsu@gmail.com
参加費：無料　問い合わせ:088-656-9025
https://www.facebook.com/kounotorinohibi/（fb） 
https://www.instagram.com/renkonnahibi/(インスタグラム)
https://kounotori.club
今年も鳴門のコウノトリペアは繁殖し、順調に抱卵を続けています。無事に
雛（ひな）が誕生し成長することを期待して、親子観察会を開催します。 鳴門
のレンコン田でみられる、“コウノトリやさまざまな鳥類”と“コウノトリの餌と
なる生き物”の観察です。今年も元気な雛の姿が、見られるといいですね！

●第５回コウノトリ親子観察会
コウノトリ定着推進連絡協議会

徳島県

日時：4月6日(土) 11：00～12：30
場所：松ヶ磯（モラスコむぎ前浜）
　　（海部郡牟岐町灘字下浜辺198-1）
参加費：無料　問い合わせ:0884-72-2520
春の大潮時に合わせて午前11時から○×クイズを使った事前説明
を行い、沖島に渡って生き物の棲む場所で水質の良し悪しが判る調
査を行う。もう磯の色が緑や茶色に変わっているので楽しめそう。

●磯の生きもの観察会
NPO法人カイフネイチャーネットワーク

徳島県

NPO法人カイフネイチャーネットワーク
徳島県

日時：4月14日（日）10:00～12:00
場所：吉野川河口住吉干潟（徳島市住吉4・南岸グランド東詰）
参加費：小学生以上：100円　
問い合わせ:088-623-6783
http://shiomaneki.net
吉野川の干潟では、春からはさまざまな干潟の生物、夏には、青い米
粒サイズのシオマネキの稚ガニが観察できます。こんな素敵な場所
はきっと他にはありません。そんな場所を脅かしている大量の漂着
ゴミをクリーンアップして青ガニたちを守りましょう。

●青ガニを守ろう！干潟のクリーンアップ

①吉野川にはなにがいるのかな？
日時：4月21日（日）  場所：最河口干潟付近
②干潟で遊んで学ぶ！
日時：5月19日（日）  場所：住吉干潟付近
③じょれんってなぁに？
日時：6月2日（日）  場所：新町樋門付近
④川と遊ぼう！
日時：7月6日（土）～7日（日）　場所：第十堰上流付近
定員：20名程度　参加費：60,000円
問い合わせ:080-6385-4200
http://kawajyuku.com/
水辺の教室では、国内屈指の自然環境を持つ吉野川で、一年を通して遊び、
学び、感じることで、吉野川の楽しさ、生態系の豊かさ、四季折々の変化を
肌で感じます。 また、地元の川漁師さんや吉野川で育った地元の方々を講
師に招き、「川と共に生きる知恵や技術」を実践し、体感します。それらを通
じ、吉野川と自分たちの暮らしとの関わりについて、感じ、考えることで、
「吉野川は自分たちの川」という意識を持ってもらいたいと思っています。

●第十堰 水辺の教室2019

特定非営利活動法人 川塾
徳島県

愛知県

愛知県

日時：6月9日（日）10：00～15：00
場所：岐阜県海津市～三重県桑名市
集合：10：00/長良川河口堰駐車場
　　　（公共交通を利用される方は、事前にお知らせください）
参加費：1,500円／30歳未満：500円　
問い合わせ:090-1284-1298
http://dousui.org/　
船による長良川河口堰周辺の河床の環境調査とともに木曽三川
の水辺を比較しながら、河口堰による環境影響を観察します。

●長良川下流域環境観察会

よみがえれ長良川！実行委員会
岐阜県

日時：5月19日（日）12:00～
場所：妹背山（観海閣）周辺の干潟、
　　　  又は片男波の干潟（和歌山市）
参加費：無料（資料希望者は300円）　
問い合わせ:090-4499-3157
ハクセンシオマネキやチゴガニの求愛行動、コメツキガニの砂団
子、水際に群がるヤドカリ類、テッポウエビ、絶滅危惧Ⅱ類のイボ
ウミニナやハマグリなど、たくさんの生き物を観察できます。

●和歌浦干潟観察会
和歌山大学教育学部生物学教室

和歌山県

和歌山大学教育学部生物学教室
和歌山県

日時：7月14日（日）10:00～
場所：有田市立病院前の干潟（有田市）
集合場所：箕島中学校南側の川沿いの駐車場。
            干潟までは徒歩で10分ほど。
参加費：無料（資料希望者は100円）　
問い合わせ:090-4499-3157
ハクセンシオマネキやチゴガニの求愛行動、多数のアシハラガ
ニやトビハゼ、ヤドカリ類、ウミニナ類、コゲツノブエなど、たく
さんの生き物を観察できます。

●有田川干潟観察会

日時：4月6日（土）10：00～
場所：大正川阪急高架下周辺（摂津市）
参加費：無料　問い合わせ:080-6159-8414（西堀）
http://www.wagamehogonokai.sakura.ne.jp/
ゴム長を履いて川に入り、甲羅干しをしたり水に潜ったりし
ているカメを捕獲し、個体識別と測定をします。外来種は除
きます。また並行して、川の清掃も行います。

●大正川カメ類調査

和亀保護の会

大阪府

とくしま自然観察の会＆
吉野川ひがたファンクラブ

徳島県

徳島県

参加
限定

日本一の川幅を持つ吉野川河口。川と海の絶妙なバランスが保た
れている河口は、川と海が出合う場所ならではの多種多様な生物
が観察できます。海と水辺の達人向井宏先生との探検は今年で3
年目。どんな生き物に出会えるかな。

徳島県

日時：7月15日(月) 11：00～14：10
場所：松ヶ磯（モラスコむぎ前浜）
       （海部郡牟岐町灘字下浜辺198-1）
参加費：無料   問い合わせ:0884-72-2520
海の日に合わせ地域の絵本読み聞かせ団体と連携し、11時から○×クイ
ズを使った事前説明から始まり、島に渡って生き物の棲む場所で水質の
良し悪しが判る調査を行う。13時半から海の生きのの話がはじまる。

●磯の生きもの観察会

とくしま自然観察の会＆海の生き物を守る会
＆吉野川ひがたファンクラブ

とくしま自然観察の会＆徳島子ども劇場
＆吉野川ひがたファンクラブ

栃木県

★〈参加限定〉のマークがついているイベントは一般参加者を募集していません。



川

湿原

ダム・貯水池

沼や湖

田んぼ

塩性湿地

干潟

浅い海
〈水深6m以内〉

ため池

サンゴ礁

マングローブ林 砂浜

潟湖

藻場

地下水系
〈カルスト・鍾乳洞〉

人工的な
水辺

地球は水の星・水があるから
たくさんの生きものが暮らしていける
湿地（ウエットランド）は、地上に降った水を
受け止めて集め、貯蔵し、浄化して
私たちの地球の生きものすべてが利用できる
ようにしてくれます。

■なぜ湿地を守るの

湿地は人間を含むすべての生きものにとって欠かせない場所です。 地上に降った水を集めて提供

してくれるほか、嵐や洪水による被害を小さくし、田んぼや川や干潟などでは多様ないのちが生ま

れて育ち、レストランの様な存在でもあります。 またそこで暮らす人々にとってかけがえのない学

びや安息の場所であり、精神的な支えとなっていることも少なくありません。 

しかし、開発による埋め立てや水質の悪化などにより、湿地の劣化や減少は続いています。 湿地の

豊かさやその価値を理解し、安易に開発してしまわず、未来の人々も湿地の恵みを受け続けられる

ようにすることが何よりも大切です。　

■湿地のグリーンウェイブとは

2010年、生物多様性条約ＣＯＰ10の名古屋での

開催を機に、ラムネットＪは、田んぼ関係の団体

に呼び掛けて「田んぼのグリーンウェイブ」を実

施しました。 その後、対象を田んぼだけではな

く湿地全体にひろげて、2011年からは「湿地の

グリーンウェイブ」として開催しています。

国連生物多様性の10年に向けた市民活動とし

て、毎年多数の団体が参加し、グリーンウェイブ

湿地版としての活動が定着してきました。　

これからも湿地をネットワークして守ることの

大切さをさらに広めていきます。

●問い合わせ先 : ラムサール・ネットワーク日本  湿地のグリーンウェイブ係  Tel.Fax.03-3834-6566   E-mail:gw@ramnet-j.org

全国で多くのみなさんが「湿地のグリーンウェイブ」に参加しています。（2018年の活動から）

主催／ラムサール・ネットワーク日本　
東京都台東区台東1-12-11 青木ビル3F  
http://www.ramnet-j.org/

後援／WWFジャパン、日本野鳥の会、
　　　日本自然保護協会、IUCN日本委員会、
　　　国連生物多様性の10年市民ネットワーク　

※「湿地のグリーンウェイブ」は、「国連生物多様性の10年日本委員会（UNDB-J）」が推奨する事業として認定を受けています。 また、登録イベントは、環境省などが主催する「グリーンウェイブ2019」に　
　登録し、IUCN日本委員会が主催する「にじゅうまるプロジェクト」への登録手続きを行います。

湿地のグリーンウェイブ2019

徳島県

日時：7月7日(日) 11：00～13：00 
場所：曽根干潟カブトガニ自慢館集合→産卵場所へ移動
　    （北九州市小倉南区曽根新田南４丁目１）
一昨年以降減少傾向大であること、産卵場所の環境悪化、当日の気象
条件等で、当日見ることができない可能性もあります。
参加費：無料   問い合わせ:093-4356-8285
生きている化石カブトガニの国内有数の生息地である曽根干
潟で、カブトガニの産卵のようすを観察します。２億年の命を
繋いだ神秘のドラマを間近でじっくりと観察しませんか。

●曽根干潟のカブトガニ産卵観察会
日本カブトガニを守る会福岡支部

特定非営利活動法人 里山の風景をつくる会

特定非営利活動法人 里山の風景をつくる会

日時：6月2日（日）9：30～11：30
場所：徳島県小松島市田浦町
集合場所：小松島市田浦地区コミュニティ集会所　　　
　 　　  （小松島市田浦町中村16-5）
〈要申込〉info@enjoy-satoyama.com　　
参加費：300円　問い合わせ:090-7142-0910
http://www.enjoy-satoyama.com
6月の田んぼは、苗や生きものがどんどん大きくなって、賑やかです。貝
エビやホウネンエビ、イトミミズ、チビゲンゴロウ、みんないそがしそう。
隅っこの暗い所でじっとしているのはアカハライモリ。田んぼや畦や水路
を探検して、たくさんのいのちが支え合って生きていることを発見しよう。

●田んぼ探検隊 part2 アカハライモリと遊ぼう！

日時：7月21日（日）9：00～11：00
場所：徳島県小松島市櫛淵町
　　　※集合場所は申込まれた方にお知らせします
〈要申込〉info@enjoy-satoyama.com　　
参加費：300円　問い合わせ:090-7142-0910
http://www.enjoy-satoyama.com
真夏を迎えた田んぼでは、穂を垂らした緑の千枚畔に風が走り、用
水路には田んぼで育ったエビ・ヤゴ、カエル、海川ため池からやって
きた魚が泳いでいます。7月の田んぼ探検隊は櫛淵の用水路で生き
もの観察をします。田んぼの生きものワールドを楽しみませんか。

●田んぼ探検隊 part3 用水路で魚をとろう！

WetlandsGreenWave2019

徳島県

日時：8月中旬
場所：黒沢湿原（徳島県三好市池田町漆川）
集合：黒沢湿原に午前10時に集合。
※雨具・弁当・飲物持参。 山間の湿原なので事前にルートを確認
　してください。 現地までの公共交通は無です。
参加費：無料  問い合わせ:090-7144-1799（黒川アヤ子）
http://kurozoumamoroukai.web.fc2.com/
日本特産のスイレンの名前は「ヒツジグサ」その他キセ
ルアザミ・イヌノハナヒゲなど動物や物の名前が付いた
植物の由来など考えながら観察しよう。

●湿原植物の特徴 徳島県

黒沢湿原を守ろう会

日時：4月～3月で不定期開催
場所：交流の里おうごし／
       王越とんぼランド（香川県坂出市王越町）
参加費：無料　問い合わせ:090-2828-4595
「王越とんぼランド」にはさまざまなトンボをはじめ、貴重な
動植物が残っています。解説だけの観察会ではなく、五感で感
じながら子どもから大人まで一緒に自然を楽しむ「かんさつ
会」を行い、地域の自然を守るには何が必要かを考えます。

●王越自然観察会

日時：5月11日(土) 13：00～
場所：りんくう公園／朽網川河口海岸（北九州市小倉南区）
参加費：無料　問い合わせ:093-475-8861
https://sites.google.com/site/mizutomidorinokannkyou/home
はるかオーストラリアやニュージーランドからアラスカやシ
ベリヤまで旅するシギ・チドリ類を中心に干潟で休息する旅
鳥たちや餌になる干潟のカニなどの生き物を観察します。

●春の干潟の生き物観察会・干潟の清掃活動

香川県

王越とんぼプロジェクト実行委員会

日時：7月中旬　場所：松山市河野地区
参加費：無料　問い合わせ:089-992-9152
http://morimichi.org
オオキトンボを観察します。本種は瀬戸内海沿岸地域のため池に
多数生息していましたが、環境の改変により減少し、絶滅が危惧
されているアカトンボの仲間です。秋に水位が下がって現れたた
め池の砂地と水の際に産卵する習性があります。

●オオキトンボの観察会
愛媛県

福岡県

ＮＰＯ森からつづく道 参加
限定

東朽網校区まちづくり協議会/「水と緑の美化プロジ
ェクト」委員会/東朽網市民センター・里っ子クラブ

日時：7月20日(土) 10：00～11：30
場所：曽根干潟・朽網川河口海岸（北九州市小倉南区曽根新田）
参加費：無料　問い合わせ:093-475-8861
https://sites.google.com/site/mizutomidorinokannkyou/home
地元でハチガメと呼ばれ親しまれてきたカブトガニの、国内
有数の産卵地である朽網川河口海岸で、産卵の様子を観察し、
その後産卵場所周辺の漂着ゴミの清掃活動を行います。

●ハチガメ産卵観察会・
　朽網川河口海岸の清掃活動

東朽網校区まちづくり協議会/「水と緑の美化プロジ
ェクト」委員会/東朽網市民センター・里っ子クラブ/
日本カブトガニを守る会福岡支部

福岡県

福岡県

日時：4月21日(日）13：00（予定） 
場所：瀬戸内町立図書館・郷土館ホール
　　　（鹿児島県奄美大島瀬戸内町）
参加費：無料   問い合わせ:080-5067-0957（安部）
https://www.nacsj.or.jp/
今年2月、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」が世界
自然遺産への登録を目指して推薦されました。昨年のIUCN（世
界自然保護連合）による延期勧告と、それを受けた推薦の取り下
げ、再検討を経た、再挑戦です。今回は一足先に世界自然遺産に
登録された小笠原諸島から小笠原自然観察指導員連絡会の方を
講師に招き、登録前後の島のようすなど島民の視点からのお話
しを聞き、奄美のみなさまと一緒に考える場にします

●奄美大島の未来を考える 
　小笠原世界自然遺産に学ぶ 
　世界自然遺産講演会

日本自然保護協会
鹿児島県

日時：4月23日（火）  夜（時間未定）
場所：AiAiひろば（予定）（鹿児島県奄美大島奄美市名瀬）
参加費：無料   問い合わせ:03-553-4103
https://www.nacsj.or.jp/
世界自然遺産に登録された先輩である小笠原諸島から小笠
原自然観察指導員連絡会の方を講師に招き、登録前後の島の
ようすなど島民の視点からのお話しを聞き、みなさまと一緒
に考える場を名瀬で開催します。

●小笠原世界自然遺産に学ぶ 
　世界自然遺産講演会 in 名瀬

日本自然保護協会
鹿児島県

日時：4月21日（日）14：00～16：30 
場所：和白干潟・海の広場（福岡市東区和白4丁目6-8）
参加費：無料   問い合わせ:080-5251-8677
https://wetland-forum.jimdofree.com/
潮干狩りは、たくさんの人が干潟の恵みを受け取りながら干
潟を耕します。この伝承が干潟の環境を守ることにつながり
ます。干潟やアサリのことを少し学んで、チーム対抗潮干狩
りにチャレンジしよう!!

●和白干潟で潮干狩り
ウエットランドフォーラム

福岡県

日時：4月～11月（5～6回干潟調査）
場所：和白干潟周辺の干潟
問い合わせ:080-5251-8677
https://gata-ranger.jimdo.com/
都市の中の「和白干潟」はいろんな環境がコンパクトに揃っています。
ガタレンジャーの使命は2つあります。 ひとつは、泥を掘ったり、水の
中を観察して、生きものたちとたくさん出会い、学ぶこと。もうひとつ
は、和白干潟の面白さや、環境の大切さをみんなに伝えることです。 

●和白干潟の子供調査隊・ガタレンジャー
ウエットランドフォーラム

福岡県

日時：4月13日（土）13:30～16:30 
場所：諫早市中央公民館（市民センター）（諫早市）
参加費：500円   
問い合わせ:高谷（TEL/FAX 0957-25-2328）
http://isahayabay.g2.xrea.com/

諌早湾の開門を命じた福岡高裁が一転、「開門判決は無効」と信
じ難い判決を出した。干拓農地では開門を求めて営農者が裁判
を提起。さらに青年漁業者がカキ養殖に取り組み始め、市民には
「話し合いの場」を求める署名が始まる。　今の諌早湾の姿を見
つめ、次の世代に何を引き継ぐのか。そして私達に求められてい
ることは何か、確かめる集会にします。

●諌早湾の今、と これから
干潟を守る日2019in諫早実行委員会

長崎県

日時：5月25日(土) 18：00～21：00
場所：川原広場一帯（東彼杵郡川棚町岩屋郷／川原）   
        （長崎県東彼杵郡川棚町岩屋郷）
参加費：無料   
問い合わせ: 0956-83-3372、 090-7292-8830

美しいホタルの乱舞を楽しむ他、麦わらでホタルかご作
り、餅つき、産地特産品などの出店を行います。また関係
団体展示や演奏、歌やトーク等もあります。ここは石木ダ
ム建設事業の対象地で、石木川の自然を守る運動と連携
しながら実施しています。

●川原(こうばる)ほたる祭り
川原人会（こばるとかい）

長崎県

日時：4月14日（日） 9:00～10:30
場所：球磨川河口右岸堤防（八代市鼠蔵町）
参加費：無料   
問い合わせ: 0965-33-5447、090-3328-4970
春、繁殖地へ向かうシギ・チドリたちは、球磨川河口で羽
を休め、エネルギーを補給して、繁殖地であるシベリア・
アラスカへ向かいます。無事、繁殖地へたどり着けるよう
に応援しましょう。また、河口周辺のごみ拾い活動をし
て、生息地をきれいにしましょう。

●球磨川河口・頑張れ!シギ・チドリ観察会
八代野鳥愛好会

日時：4月21日（日） 10：00～
場所：荒尾干潟（荒尾市蔵満（くらみつ）27番地の海岸）
参加費：100円  
問い合わせ: 090-3015-1420（安尾征三郎）
シギ・チドリ類春の渡り観察会を市民参加で20年来実施し
てきました。特に、近年、ラムサール条約湿地に登録されたこ
とで市民の関心が高まっており、100名近くの参加がありま
す。秋の渡りの時期、越冬期の野鳥観察会も大変な参加者で
にぎわい、清掃作業は恒例となっております。

●有明海市民探鳥会in荒尾干潟

日本野鳥の会熊本県支部/荒尾干潟賢明・利活用協議会/
エコパートナーあらお市民会議

熊本県

熊本県

日時：4月14日（日）9:00～12:00
場所：干拓農地など（諫早市）  
集合場所：JR諫早駅西口  参加費：1,000円   
問い合わせ:高谷（TEL/FAX 0957-25-2328）
http://isahayabay.g2.xrea.com/

●諌早湾の今、と これから/現地見学会
干潟を守る日2019in諫早実行委員会

長崎県

日時：4月21日（日） 11：00～
場所：沖縄市ITワークプラザ前浜辺、および泡瀬干潟
　　 （沖縄市泡瀬3丁目）
参加費：無料   問い合わせ:090-5476-6628
http://saveawasehigata.ti-da.net/
午前11時にイベント場所に集合。全体説明後、干潟に入り、観
察。 今年は、クビレミドロの激減などの異常が起こっていま
す。 4月21日頃は、クビレミドロの出現時期は過ぎています
が、現場で異常を説明します。 この日は、干潮午後1時半ころ
でマイナス（今年の最大干潮）です。 遠くまで行けますので、
ウミエラ生息地（埋立工事現場近く）まで行きたいと思いま
す。2017，2018年度は、ホソエダアオノリ（海藻）の異常発生
がありましたが、今年は現時点で確認していません。

●湿地のグリーンウエイブ2019
　IN泡瀬干潟（泡瀬干潟を守る日）

泡瀬干潟を守る連絡会
沖縄県

日時：6月16日（日)
場所：奄美大島瀬戸内町西古見町（瀬戸内町西古見）
参加費：無料   問い合わせ:080-5067-0957
http://e-amco.com/
大型クルーズ船寄港問題で揺れる奄美大島西古見海岸の
砂浜で、みんなで浜を歩き生物を探し同定します。調査と
観察会を行います。

●奄美・西古見の砂浜生物調査
海の生き物を守る会

鹿児島県

参加
限定

湿地のグリーンウェイブは国連生物多
様性の10年日本委員会によりグリーン
ウェイブのオフィシャルパートナーとし
て任命されています。

★〈参加限定〉のマークがついているイベントは一般参加者を募集していません。
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