
  

 

 

 

●各行事の詳細については、開催日の１ヶ月前頃に当園ホームページの新着情報に掲載しますのでご確認ください。 

 

 

 

 

 

開 催 日 開始時間～終了時間 行     事 行  事  内  容 

４月９日(日) １０：００～１２：００ ぶち楽しいバードウォッチング① 
～五感で楽しむバードウォッチング！～ 

申込受付３月２６日～ 

４月２２日(土) １０：００～１２：００ ベッコウトンボ調査 
春に出現する絶滅危惧種「ベッコウトンボ」を、公園で行っている調査ルートを

たどって探します。長靴が必要です。 

申込受付４月２日～ 定員４０名 雨天時は４月３０日に延期 

４月２９日(土・祝) ９：００～１６：００ 春まつり 

はちみつしぼり体験、工作、バザー、ミニフリーマーケット、生き物観察、ゲーム

など楽しいイベント満載でお待ちしています。 

当日の入館料は 100円になります。（18歳以下は無料） 

※新型コロナウイルスの影響により内容を変更することがあります。 

５月３日(水・祝) 

    ～７日(日) 
９：００～１５：００ クイズラリーに挑戦！ 

おてがるコース、がんばりコースを選択できます。もちろん両方の挑戦も OK！  

クイズを解きながら春の公園をのんびり楽しく散策しましょう。参加者全員に 

すてきな参加賞があります。 ※時間内随時参加受付します。 

５月３日(水・祝) １０：００～１２：００ ベッコウトンボ観察会 
絶滅危惧種のベッコウトンボの観察はこの時期がチャンスです！ 

申込受付４月１９日～ 定員４０名 雨天時は５月５日に延期 

５月４日(木・祝) １０：００～１２：００ 干潟の生き物観察会① 
園内の干潟でカニやトビハゼなど、様々な生き物を探します。 

長靴、着替えが必要です。 

申込受付４月２０日～ 定員４０名 雨天時は５月６日に延期 

５月１０日(水) 

 ～６月１１日(日) 
９：００～１７：００ 野鳥写真展 

愛鳥週間にあわせて一般公募した自慢の野鳥写真を展示します。 

期間内常時展示 

５月１４日(日) １０：００～１２：００ ぶち楽しいバードウォッチング② 
～きらら浜の新緑と野鳥をたずねて～ 

共催：日本鳥類保護連盟山口県支部 申込受付４月３０日～ 

５月２７日(土) ９：３０～１２：００ ニラバラン観察会 
園内を散策しながら絶滅危惧種の「ニラバラン」を観察します。  

申込受付５月１３日～ 定員３０名 雨天中止 

６月３日(土) １０：００～１２：００ 干潟の生き物観察会② 
夏はトビハゼが活動的な時期です。園内の干潟で様々な生き物を 

観察しましょう。長靴、着替えが必要です。 

申込受付５月２０日～ 定員４０名 雨天時は６月１０日に延期 

６月４日(日) ８：００～１２：００ 秋吉台の自然をたずねて 

カッコウなど秋吉台の野鳥や植物を観察します。 

現地集合：秋吉台展望台駐車場 

申込受付５月４日～６月２日 定員３０名 

参加費(保険料)：高校生以上 300円、小中学生 100円、未就学児無料  

６月１１日(日) １０：００～１２：００ ぶち楽しいバードウォッチング③ 
～ヨシ原の鳥 カウント大作戦！～ 

申込受付５月２８日～ 

６月２４日(土) １９：００～２１：００ 夜の公園で生き物探し 
夜の園内を散策しながら、夜に活動する生き物や休息する 

生き物を探します。  

申込受付６月１０日～ 定員４０名 雨天時は７月１日に延期 

７月８日(土) １０：００～１２：００ トンボ観察会 
色とりどりのトンボを観察しましょう。網で捕獲にも挑戦します。  

申込受付６月２４日～ 定員４０名 雨天時は７月１７日に延期 

７月８日(土） １８：００～１９：３０ ツバメのねぐら入り観察会 
ツバメの大群がヨシ原にねぐら入りする様子を観察します。 

申込受付６月２４日～  天候や飛来状況に応じて７月１５日に延期 

７月９日(日) １０：００～１２：００ ぶち楽しいバードウォッチング④ 
～鳥たち 巣立ち ひとりだち～   

申込受付６月２５日～ 

７月１７日(月・祝) １９：００～２１：００ ライトトラップで夜の昆虫観察 
夜の園内でライトトラップ（強力なライトと白い幕を用いた夜行性の昆虫を 

おびき寄せる装置）を使って、集まる昆虫を観察します。講師：山口むしの会 

申込受付７月２日～ 定員４０名 雨天時は７月２２日に延期   

７月２１日(金) 

  ～８月３１日(木) 
１４：００～１５：００ 夏休み工作教室 

休園日以外は毎日開催します。参加・材料費無料。 

メニューは１週間（金～木）毎に変わります。  

申込受付７月７日～ 定員各回３０名 

７月２２日(土) ７：００～１０：００ 夏休み子ども早朝観察会 

早朝の自然観察会を園内と園外で行います。  

主催：ボランティアグループ葦の会 

申込受付６月２２日～７月２０日。雨天中止  

定員：小学生先着２０名・未就学児は保護者同伴) 

７月２９日(土) １９：００～２１：００ 夏の天体観察教室 
天体望遠鏡で夜空の星や惑星を観察します。 

講師：宇部天文同好会   

申込受付７月１５日～ 定員５０名 雨天時は８月５日に延期   

８月１２日(土) １９：００～２１：００ 流れ星観察会 
ペルセウス座流星群を観察します。 

集合、観察場所は公園駐車場のため入館料は不要です。 

宇部天文同好会との共催行事です。雨天中止 

８月１３日(日) １０：００～１２：００ ぶち楽しいバードウォッチング⑤ 
～定点観察に挑戦！～ 

申込受付７月３０日～ 

 

 

 

 

 

 



 

開 催 日 開始時間～終了時間 行     事 行  事  内  容 

９月３日(日) １０：００～１２：００ 水生昆虫観察会 
園内のヨシ原のクリークやビオトープなど、 

水辺に生息する昆虫を観察します。長靴が必要です。 

申込受付８月２０日～ 定員４０名 雨天時は９月９日に延期 

９月１０日(日) １０：００～１２：００ ぶち楽しいバードウォッチング⑥ 
～シギシキベツ～ 

申込受付８月２７日～ 

１０月１日(日) １０：００～１２：００ 干潟の生き物観察会③ 
今年度最後の干潟の生き物観察会です。たくさんのカニやトビハゼを 
観察できるラストチャンスです。長靴、着替えが必要です。 
申込受付９月１７日～ 定員４０名 雨天時は１０月９日に延期 

１０月７日(土) １７：００～１８：３０ ショウドウツバメのねぐら入り観察会 ショウドウツバメの大群がヨシ原にねぐら入りする様子を観察します。 
申込受付９月２３日～  天候や飛来状況に応じて１０月１４日に延期 

１０月８日(日) １０：００～１２：００ ぶち楽しいバードウォッチング⑦ 
～渡り鳥の交差点☆きらら浜～ 
申込受付９月２４日～ 

１０月２９日(日)  ９：００～１６：００ ふれあいまつり 

ウォークラリー、工作体験、パネルシアター、ゲーム、 
バザー（焼き芋、うどん、コーヒー等）などいろいろあります♪  
※新型コロナウイルスの影響により内容を変更することがあります。  
主催：ボランティアグループ葦の会 

１１月３日(金・祝) 
    ～１２日(日) 

  ９：００～１５：００ 
公園 deなぞとき 

「バエロ！自然観察公園！！」 
なぞときをしながら公園の SNS映えスポットを巡ります。 
参加者全員にすてきな参加賞があります。※時間内随時参加受付します。 

１１月１２日(日) １０：００～１２：００ ぶち楽しいバードウォッチング⑧ 
～冬の小鳥～ 
申込受付１０月２８日～ 

１２月３日(日) ９：３０～１５：４０ 
野鳥写真家 叶内拓哉先生の 

楽しい野鳥講座 

叶内拓哉先生の野鳥にまつわるお話と探鳥会、撮影のアドバイスや 
最新製品の紹介もあります。共催：興和オプトロニクス(株) 
申込受付１１月１９日～ 定員３０名 

１２月９日(土) 
①１０：００～１１：３０ 
②１３：３０～１５：００ 

クリスマスリースを作ろう 1部 
クリスマスリースを作ろう 2部 

自然の素材をいっぱい使って自分だけのすてきなクリスマスリースを作ります。
主催：ボランティアグループ葦の会 申込受付１１月９日～ 定員各３５名  

１２月１０日(日) １０：００～１２：００ ぶち楽しいバードウォッチング⑨ 
～カモの識別できるカモ！～ 
申込受付１１月２６日～ 

１２月２３日(土) 
～１月８日(月・祝) 

１４：００～１５：００ 冬休み工作教室 
休園日以外毎日開催します。参加・材料費無料。 
１２月２３日～２７日はミニ門松作り、１月５日～８日は干支の工作です。 
申込受付１２月９日～ 定員各回３０名 

１月１４日(日) １０：００～１２：００ ぶち楽しいバードウォッチング⑩ 
～きらら浜は絶滅危惧種だらけ？！～ 
申込受付１２月２４日～ 

２月３日(土) １８：００～２０：００ 冬の天体観察教室 
冬は明るい星を持つ星座がたくさんあるので必見です。  
講師：宇部天文同好会 
申込受付１月２０日～ 定員５０名 雨天時は２月１０日に延期 

２月４日(日) １０：００～１２：００ ヨシ原探検 
園内のヨシ原内に入り、古巣など生き物たちの生活の痕跡を探します。 

申込受付１月２１日～ 定員４０名 雨天時は２月１０日に延期   

２月３日(土) 
  ～３月１０日(日) 

９：００～１７：００ 企画展～くすだひろこの切り絵展～ 
「和白干潟を守る会」代表“くすだひろこ”さんの切り絵画展。 
干潟の風景と生き物をテーマにした作品は彼女の自然に対する愛で 
いっぱいです。 期間内常時展示 

２月１１日(日) １０：００～１２：００ ぶち楽しいバードウォッチング⑪ 
～あいタカった！タカ探し～ 
申込受付１月２８日～ 

３月２日(土) １０：００～１２：００ ヨシ焼き 
ヨシ原の環境を維持し、丈夫なヨシを育てるためヨシ原の半分（東側）を 
焼き払います。 作業参加者を募集します。（申込必要）  
天候等、状況に応じて３月９日に延期 

３月１０日(日) １０：００～１２：００ ぶち楽しいバードウォッチング⑫ 
～恋の季節は真剣勝負！～  
申込受付２月２５日～ 

●お申し込み・お問い合わせ：新光産業きらら浜自然観察公園ビジターセンター （行事の申込はメール、窓口、電話でお申し込みください） 

  TEL ０８３６-６６-２０３０ FAX ０８３６-６６-２０３１ メールアドレス kirara-m@gaea.ocn.ne.jp ホームページ http://kirara-h.com/ 

フェイスブック https://www.facebook.com/kirarahama  Instagram https://www.instagram.com/kirarahama/  

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCg_bcd49mW3vmKLNe2QR9DA 

●開園時間：午前９時～午後５時 （ビジターセンターへの入館は午後４時３０分まで） 

●ビジターセンター入館料：２００円 （１８才以下無料、２０名以上の団体は１名１６０円） 

●休園日：毎週月曜日（祝祭日の場合は翌日）、年末年始１２月２８日～１月１日・４日 

●参加費：参加費の記載のない行事は参加費、材料費無料 （１９才以上の方は入館料が必要です） 

※行事予定表の内容は都合により変更になることがありますので、ホームページ等でご確認ください。 

 

ホームページ 

二次元コード→ 

●会員制行事「楽しい俳句教室」(第３土曜)、「子どもレンジャークラブパワーアップクラス」(第３日曜)、「レンジャークラブ中学生・高校生クラス」(第３日曜)、 

「手話教室」(第４土曜)、「子どもレンジャークラブわくわくクラス」(第４日曜)は月一回活動しています。 

mailto:kirara-m@gaea.ocn.ne.jp
http://kirara-h.com/

