平成29年度 米子水鳥公園年間活動計画表(2017.09.1更新)
※諸事情により、やむをえず企画の内容・日程を変更する事があります。
必ず最新のイベント広報（ホームページ・水鳥公園だよりなど）を
ご確認ください。
詳しくは、米子水鳥公園(TEL:0859-24-6139)までお問い合わせください。
イベント
名

手作り自然教室

自然観察会

子どもラムサールクラブ

ｼﾞｭﾆｱﾚﾝｼﾞｬｰｸﾗﾌﾞ

展示・その他企画

募集対象

小学生以上先着15名・要申し込み
が基本。企画により異なる。
要予約企画は、1か月前から募集開始

対象指定なし
小学生以下は保護者同伴
要予約企画は、1か月前から募集開始

小学生36名
一年間参加する意思のある子
※3月に参加者を募集し、
4月から1年間同じメンバーで活動

水鳥公園でボランティア活動を
する意思がある中学生～高校生
※3月に参加者を募集し、
4月から1年間同じメンバーで活動

企画によって異なる

曜 日

原則として第3日曜日（例外あり）

原則として第2土曜日（例外あり）

第２日曜日が基本だが変動あり

ﾗﾑｻｰﾙｸﾗﾌﾞと同じ
（第2日曜日が基本だが変動あり）

所定の期間

参加費用

原則として500円
（大人は入館料含む・親子一律料金）

大人は一人310円（入館料）、
小中学生および７０歳以上は無料。

山野・水辺の鳥の図鑑代
\648×2冊＝\1296
年間パスポート\1540
その他、若干の実費負担あり。

なし

入館料のみ

概 要

様々な素材で自然と親しむ作品を作る

水鳥公園内で様々な生き物を観察する

自然の中で生き物を採集したり
観察したりして、楽しく学ぶ

米子水鳥公園をよりよくする
活動を行う

スロープ、展示室などで
様々なテーマの企画展を開催
その他

４月

16日（日）10：00～12：00
野鳥のステンシル教室
小学生以上定員15名・要予約 ＠500

29日（土・祝）10：30～11：30
葛の輪投げ大会
定員なし・当日受付（神谷・中原）
30日（日） 10：00～12：00
水鳥公園一周ネイチャーウォーク
定員なし・当日受付（桐原）

9日（日）9：30～12：30
水鳥公園のヒミツの場所を探検！

9日（日）9:30～12：00
キックオフミーティング

4月29日（土）～7日（日）いつでも
オリジナルバードコールを作ろう！＠100
13日（土）9：30～12：00
世界渡り鳥の日記念・カモの足跡標本を作
ろう！
小学生以上定員15名・要予約＠500（米田）

3日（水・祝） 10：00～13：00
昔の中海の貝殻を発掘しよう！
先着30名・要予約（米田）
4日（木・祝） 10：30～11：30
ミクロ生け花を作ろう！
定員なし・当日受付（神谷・中原）
5日（金・祝）10：00～12：00
春の昆虫ウォッチング！
定員12組・当日受付（桐原）
6日（土）19：00～20：00
夜のコウモリウォッチング
定員なし・当日受付（桐原）
7日（日）10：30～11：30
米子水鳥公園バックヤードツアー
先着15名・要予約（神谷）

14日（日）9：30～16：30
新緑の大山で生きもの観察！（バス遠足）
バス代＠200 ※同伴者もバス代が必要で
す

14日（日）9：30～12：30
芋畑作り？

18日（日）10:00～１２:00
10日（土） 13：30～15：00
江戸のおもちゃ「紙つばめ」を作ろう！
カルガモの親子を探そう！
定員15名（小学3年生以下は保護者同伴）・ 当日受付（桐原）
要予約 ＠500（米田・中原）

11日（日）10:00～15：00
1500年前の中海の貝殻を発掘しよう！

11日（日）8:00～11:00
中海・宍道湖一斉清掃
オオヨシキリの営巣調査？

常設展
28日(水)～30日(金)9:00～15:00
米子養護学校職場体験学習

22日（土）～8月4日（金）いつでも
生きものうちわを作ろう！ ＠100
22日（土）～8月27日（日）いつでも
ダンゴムシレース大会2017
23日(日)9：30～12：00＆13：30～16:00
小鳥のお家を作ろう！PART1
定員親子８組・要予約 ＠500

17日(月・祝）16:00～17：30
メダカ採り大会 小学生以上定員２０組・要予約
22日（土）、30日（日）、8月19日（土）の計3回
中海JPR「水鳥公園の生きもの調査をしよう！」
それぞれ小学3～6年生・定員24名・要予約 ＠300
※募集期間：7月8日～15日9:00～17:30
22日（土）9：30～12：30
中海ＪＰＲ①「陸上生物調査」
小学3～6年生・定員24名・要予約 ＠300
29日（土）16：00～17：30
虫とり大会
小学生以上定員12組・要予約
30日（日）9：30～12：30
中海ＪＰＲ②「水生生物調査」
小学3～6年生・定員24名・要予約 ＠300

9日（日）10：00～15：00
水鳥公園の水生生物調べ

9日（日）9:30～15:00
カワセミの営巣壁作り？

常設展
5日(水)～7日(金)9:00～15:00
わくわく弓ヶ浜
中海・宍道湖フォトコンテスト作品展
展示期間 平成29年7月15日(土)～8月31日(木)

5日（土）～18日（金）いつでも
オリジナル缶バッチを作ろう！ ＠100
19日（土）～27日（日）いつでも
色粘土で生き物を作ろう！ ＠300
20日(日)9:30～12:00＆13:30～16:00
小鳥のお家を作ろう！PART2
定員親子12組・要予約 ＠500

5日（土）19:00～20：30
夜の水鳥公園を探検！PART1
小学生以上定員20名・要予約
12日（土）19：00～20：30
夜の水鳥公園を探検！PART2
小学生以上定員20名・要予約
19日（土）13：00～15：30
中海JPR③「野鳥調査」
小学3年～6年対象・定員24名・要予約
26日(土)16:00～17:30
バッタ捕り大会
小学生以上定員12組・当日受付

19日（土）11：00～16：00
中海体験ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞ＆中海環境ﾌｪｱに
参加しよう！

19日（土）11：00～16：00
中海体験ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞ＆中海環境ﾌｪｱに
参加しよう？

中海・宍道湖フォトコンテスト作品展
展示期間 平成29年7月15日(土)～8月31日(木)
写真展 ロシア沿海地方の自然
期間 平成29年8月20日～8月31日まで
19日(土)11:00～16:00
中海環境ﾌｪｱ「昔の中海の貝殻消しｺﾞﾑを作ろう！」

9日（日）13：30～16：30
カエル工房in米子水鳥公園
小学生以上定員25名・要予約 ＠500

18日（月）10：00～12：00
絶滅危惧種の虫を探そう！
定員12組・当日受付

10日（日）9：00～12：00
水鳥のために草取りをしよう！

10日（日）
大山登山をしよう！

常設展
3日(日) 9:00～11:00
企業懇話会美化清掃ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
23日(土・祝)16：45～
中海夕暮れコンサート（出演：シローズ、akiho）

15日(日）9：30～15:00
竿を作ってゴズを釣ろう！
小学生以上の親子10組・要予約 ＠500

21日（土）17：00～18：00
「コハクチョウのねぐら入りを観よう！」
当日受付

9日（月・祝）9：00～14：00
ゴズを釣って食べてみよう！

9日（月・祝）9:00～15:00
ゴズを釣って、調理し、中海の恵みを感じる
芋掘り

フェザーカービング展
29日(日)～11月26日(日)スロープにて
バードカービング展
29日(日)～11月5日(日)15:00迄展望ホールにて
29日（日) 9:30～12:45
彦名・水鳥ふれあい中海ウォーキング大会
彦名二区公民館集合・当日受付・参加無料

19日（日）9：30～14:00
鳥の羽のブローチを作ろう！
小学生以上定員15名・要予約 ＠500

11日（土）16：30～17：30
落雁を観よう！ 当日受付

12日（日）9：30～15：00
落ち葉や木の実で生きものを作ろう！
18日(土)～19日(日)子ども交流会in山口

12日（日）9:30～15:00
芋汁と焼き芋を作る

5日(日)15:00まで
バードカービング展(展望ホール)
25日（土）まで
フェザーカービング展（スロープ)
26日（日）14:00～17:00
第10回子ども自由研究発表会（視聴覚室）
※生きものの専門家のゲストをお招きする？
26日（日）～
常設展

16日（土）～28日（木）いつでも
鳥の戌年年賀状を書こう！ 参加無料
16日（土）～28日（木）いつでも
昔の中海の貝殻レプリカを作ろう！
＠100
23日(土・祝)
水鳥の絵を描く会PART1
小学生対象・定員15名・要予約 無料

16日（土）13：30～15：30
冬の木の実を探して、リースを作ろう!
定員25名 要予約

9日(土)島根鳥取県連携事業ラムサールシ
ンポジュウム(くにびきメッセ)
10日（日）9：30～15：00
お気に入りの鳥の絵を描こう！

10日（日）9：30～12：00
クリスマスリース作り？

常設展

1日（月）～8日（月・祝）いつでも
どんぐりコマ回し大会2017 参加無料
1日（月）～8日（月・祝）いつでも
水鳥公園の生き物カルタで遊ぼう！
6日（土）9：30～12：00
水鳥の絵を描く会PART2
小学生対象・定員15名・要予約 無料

1日（月）7：00～8：00
初日の出！コハクチョウ観察会 当日受付

14日（日）9：30～16：30
安来平野と宍道湖の生き物を観に行こう！
(バス遠足）
バス代＠200+ｺﾞﾋﾞｳｽ入館料160
※同伴者もバス代が必要です

14日（日）9:30～12:00
解説体験？

21日(日)まで 常設展
22日(月)～3月4日(日)
第23回絵画コンクール展

18日（日）10：00～14：00
WWD記念・中海の恵みを味わおう会！(仮)
小学生以上定員15名・要予約 ＠500

10日（土） 13：30～15：00
WWD記念・カモのプロポーズを観察しよう！
当日受付

11日（日）10：00～15：00
WWD記念・湿地の生き物を粘土で作ろう！
材料費＠200 ※白い紙粘土を使用

11日(日)9:00～15:00
根雨のオシドリ観察？

第23回絵画コンクール展
10日企業懇話会 探鳥会

18日（日）10：00～12：00
羊毛フェルトで水鳥のストラップを作ろう！
小学生以上定員25名・要予約 ＠500

3日（土）7：00～8：30
さよならコハクチョウ！ 当日受付

11日（日）9:30～12：30
1年間の活動報告ポスターを作ろう！

11日（日）9：30～12：00
年間活動をポスターにまとめる

4日（日）まで
第23回絵画コンクール展
12日(月)～25日（日）？
中海近郊写真勉強会写真展
（スロープ）
25日 ヨシ刈り大会(世界生物多様性の日企画グ
リーンウェイブ)

５月

６月

７月

８月

27日（木）～5月31日（水）
世界渡り鳥の日・愛鳥週間企画
「第7回園児が描いた鳥の絵展」

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

