開 催 日

開始時間～終了時間

４月１０日(日)

１０：００～１２：００

ぶち楽しいバードウォッチング①

４月１６日(土)

１０：００～１２：００

ベッコウトンボ観察会①

４月２９日(金・祝)

行

事

９：００～１６：００

きらら浜自然観察公園春まつり

９：００～１５：００

クイズラリーに挑戦！

５月３日(火・祝)

１０：００～１２：００

ベッコウトンボ観察会②

５月８日(日)～６月５日(日)

９：００～１７：００
１０：００～１２：００

野鳥写真展
ぶち楽しいバードウォッチング②

５月１日(日) ・３日(火祝)
～５日(木祝)

５月８日(日)
５月２８日(土)

９：３０～１２：００

５月２９日(日)

１０：００～１２：００

干潟の生き物観察会①

８：００～１２：００

秋吉台の自然をたずねて

６月５日(日)

絶滅危惧種！ ニラバラン観察会

６月１２日(日)
６月２５日(土)
７月２日(土)
７月９日(土)

１０：００～１２：００
１０：００～１２：００
１９：００～２１：００
１０：００～１２：００

ぶち楽しいバードウォッチング③
ヒヌマイトトンボ観察会
夜の公園探検
トンボ観察会

７月９日(土）

１８：００～１９：３０

ツバメのねぐら入り観察会

７月１０日(日)

１０：００～１２：００

ぶち楽しいバードウォッチング④

７月１８日(月・祝)

１９：００～２１：００

ライトトラップで昆虫観察

７月２１日(木)
～８月３１日(水)

１４：００～１５：００

夏休みは工作教室！

７月２３日(土)

７：００～１０：００

夏休み子ども早朝観察会

７月３０日(土)

１９：００～２１：００

夏の天体観察教室

８月９日(火)

１０：００～１６：００

きらら浜自然観察公園
団体利用体験会

８月１２日(金)

１９：００～２１：００

流れ星観察会

８月１４日(日)

１０：００～１２：００

ぶち楽しいバードウォッチング⑤

９月４日(日)

１０：００～１２：００

干潟の生き物観察会②

９月１０日(土)

１０：００～１２：００

水生昆虫観察会

９月１１日(日)
１０月１日(土)

１０：００～１２：００
１８：００～２０：００

ぶち楽しいバードウォッチング⑥
鳴く虫観察会

１０月８日(土)

１７：００～１８：３０

ショウドウツバメのねぐら入り観察会

１０月９日(日)

１０：００～１２：００

ぶち楽しいバードウォッチング⑦

１０月３０日(日)

９：００～１６：００

１１月１３日(日)

１０：００～１２：００
①１０：００～１１：３０
②１３：３０～１５：００
１０：００～１２：００

ぶち楽しいバードウォッチング⑧
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
ぶち楽しいバードウォッチング⑨

１４：００～１５：００

冬休みも工作教室！

１０：００～１２：００

ぶち楽しいバードウォッチング⑩

１２月１０日(土)
１２月１１日(日)
１２月２４日(土)
～１月９日(月・祝)

１月８日(日)
１月１４日(土)
～２月１２日(日)

１月２９日(日)
２月４日(土)

９：００～１７：００
１０：００～１２：００

きらら浜自然観察公園ふれあいまつり

野鳥図鑑画家 谷口高司展
～きらら浜に集う野鳥たち～

ヨシ原探検

１８：００～２０：００

冬の天体観察教室

２月１２日(日)

１０：００～１２：００

ぶち楽しいバードウォッチング⑪

３月４日(土)

１０：００～１２：００

ヨシ焼き

３月１２日(日)

１０：００～１２：００

ぶち楽しいバードウォッチング⑫

行
～耳も使って鳥探し～

事

内

容

申込受付３月２７日～ 定員３０名

雨天延期 春に出現する絶滅危惧種「ベッコウトンボ」を探してみましょう！
申込受付４月２日～ 定員４０名

※雨天時は４月２３日に延期

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。
30 分コースか 1 時間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。
雨天延期 ４月１６日に続き２回目の観察会です。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
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)
～子育てをする鳥を探そう！～

申込受付４月２４日～ 定員３０名

雨天中止 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。 講師：秋吉台地域ｴｺﾂｱｰｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾀｰ中沢妙子氏
申込受付５月１４日～ 定員３０名
雨天中止 ２０２２年度１回目のテーマは「カニ」！ 公園の干潟に入り、様々なカニ類を探します。長靴、着替えが必要です。
申込受付５月１５日～ 定員４０名
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５日～６月３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

～オオヨシキリのテリトリーをしらべよう！～ 申込受付５月２９日～ 定員３０名
雨天延期 絶滅危惧種「ヒヌマイトトンボ」を探します。申込受付６月１１日～ 定員４０名 ※雨天時は７月３日に延期
雨天中止 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１８日～ 定員４０名
雨天中止 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２５日～ 定員４０名
雨天延期 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２５日～ 定員４０名
～子育てするカイツブリ～

※天候や飛来状況に応じて７月１６日に延期。

申込受付６月２６日～ 定員３０名

雨天延期 園内でライトトラップを使用し、集まる昆虫を観察します。 ※雨天時は７月２３日に延期
講師：山口むしの会

申込受付７月５日～ 定員４０名

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（木～水）毎に変わります。
当日１４時までに必ずビジターセンターに集合。※遅れて参加することはできません。 申込受付７月７日～ 定員各回３０名
雨天中止 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２３日～７月２１日。 定員：小学生先着２０名・未就学児は保護者同伴)
雨天延期 天体望遠鏡で夜空の星や惑星を観察します。 ※雨天時は８月６日に延期
講師：宇部天文同好会

申込受付７月１６日～ 定員５０名

学校などの団体活動で、公園を活用していただくことをねらいとした体験プログラムです。 申込受付７月９日～ 定員３０名
雨天中止 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。
～定点観察に挑戦！～

申込受付７月３１日～ 定員３０名

雨天中止 ２０２１年度２回目は砂の干潟と泥の干潟に生息する生き物の違いを確かめます。長靴、着替えが必要です。
申込受付８月２１日～ 定員４０名
雨天延期 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。
※雨天時は９月１９日に延期

申込受付８月２７日～ 定員４０名

～秋の渡り シギを探そう！～

申込受付８月２８日～ 定員３０名

雨天中止 いろいろな虫の鳴き声を鑑賞し、どんな種類がいるのか観察します。 申込受付９月１７日～ 定員３０名
雨天延期 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２４日～ 定員４０名
～あなたはどちら？旅鳥？冬鳥？～

※天候や飛来状況に応じて１０月１５日に延期
申込受付９月２５日～ 定員３０名

アウトドアすごろく、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
～冬鳥天国きらら浜！～

申込受付１０月２９日～ 定員３０名

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。
申込受付１１月１０日～ 定員３５名 （主催：ボランティアグループ葦の会）
～分かれば楽しいカモ識別～

申込受付１１月２７日～ 定員３０名

休園日以外毎日開催します。参加・材料費無料！12 月 24 日、25 日、27 日はミニ門松作り、1 月 5 日～9 日は干支の工作で
す。14 時までにビジターセンターに必ず集合。※遅れて参加することはできません。 申込受付１２月１０日～ 定員各回３０名
～絶滅危惧種を見てみよう！クロツラヘラサギとズグロカモメ～

申込受付１２月２５日～ 定員３０名

野鳥図鑑画家 谷口高司氏が描く、きらら浜周辺で観察できる野鳥の絵画を展示します。(期間内常時展示)
雨天延期 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。
※雨天時は２月５日に延期

申込受付１月１５日～ 定員４０名

雨天延期 冬は明るい星を持つ星座がたくさんあるので必見です。 ※雨天時は２月１２日に延期
講師：宇部天文同好会

申込受付１月２１日～ 定員５０名

～１鷹２鷹３も鷹！タカ探し～

申込受付１月２９日～ 定員３０名

天候等、状況に応じて延期 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（西側）を焼き払います。
※延期の場合は３月１１日に実施 作業参加者を募集します。（申込必要）
～恋の季節がはじまるよ～

申込受付２月２６日～ 定員３０名

●お申し込み・お問い合わせ：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 ホームページ http://kirara-h.com/ メールアドレス kirara-m@gaea.ocn.ne.jp
●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 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。

