参加者大募集!

令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月
横山ビジターセンター自然観察会
参加費 大人 ２００円 小人 １００円

定員は 20 名、
「しめ縄づくり」は 15 名です

南伊勢町・鵜倉半島を歩こう
日時

4 月 24 日(土)
10:00～15:00
対象 小学生以上
開催場所 南伊勢町
集合 奈屋浦漁港周辺

横輪川の生き物観察会

鵜倉半島は熊野灘に突き出た自然豊か
な絶景スポットが自慢の景勝地です。
ハートの湾の見江島展望台や贄湾を望
むかさらぎ展望台など心癒される景観
が楽しめます。最近トイレなども整備

日時

8 月 22 日(日)
10:00～12:00
対象 小学生以上
開催場所 伊勢市矢持町
集合 みどり保育園前

横輪川は神宮林に源を発し、宮川へ注
いでいます。夏の暑い盛りでも比較的
水温が冷たく、水が美しいので、きれ
いな水質を好む生き物たちがたくさん
すんでいます。夏休みの思い出に快適

されますます快適になりました。

な川遊びを楽しみましょう。

麦崎で海の生き物観察会
日時

5 月 16 日(日)
13:00～15:00
対象 小学生以上
開催場所 片田麦埼
集合 片田漁港

南伊勢町押渕の昆虫観察会

麦崎周辺は黒潮が岬にぶつかり、魚介

できる場所としては志摩随一です。

9 月 12 日(日)
10:00～12:00
対象 小学生以上
開催場所 南伊勢町押渕

様々な生き物が生息するタイドプール

集合

類が豊富なため、日本有数の海女さん
の漁場です。岩場も豊富で、磯観察が

日時

南伊勢町押渕

を覗いてみましょう。

南伊勢町押渕は伊勢志摩国立公園の中
で、昔ながらの湿原が広がっていて、貴
重な植物やたくさんの昆虫たちが暮らし
ています。押渕周辺を散策し昆虫を観察
します。虫が好きな子は集まれ!!

英虞湾の干潟観察会(第 1 回)

英虞湾の干潟観察会(第 2 回)

日時

日時

5 月 30 日(日)

13:00～15:00
対象 小学生以上
開催場所 ともやま公園
集合 近鉄アクアフォレスト

英虞湾には以前はたくさんの干潟が広
がっていましたが、すっかり減少して
しまいました。
干潟はいろんな生き物が暮らすゆり
かごのような場所です。干潟の生き物

9 月 20 日(月)祝日

10:00～12:00
対象 小学生以上
開催場所 ともやま公園
集合 近鉄アクアフォレスト

5 月に実施した英虞湾の干潟観察会の
2 回目になります。春の時と比べてど
のような違いがあるか、比べてみまし
ょう。そのためにも春、秋と 2 回参加
するのがお勧めです。

について学んでみましょう。

答志島ハイキング

夏 の星 空 観 察 会

日時
日時

7 月 31 日(土)
19:00～20:30

対象 小学生以上
開催場所 横山展望台
集合 横山展望台

夏の星空の主役は何と言っても天の川で
す。天の川は銀河系の星の集まりで、夏
は中心方向を見ることになるため、星の

対象 小学生以上
開催場所 答志島桃取～答志
集合 鳥羽マリンターミナル

答志島は鳥羽市の離島最大の島で
す。桃取から答志までのスカイライ
ンを歩き、鳥羽城主であった九鬼嘉
隆ゆかりの史跡や離島に住む人々の

数が多く、肉眼で見ても雲のように見え

暮らしや漁業、自然・文化などを紹

ます。賑やかな夏の星空を観察してみま

介します。

しょう。

裏面へ続くよ

自然観察会のお問い合わせ・参加申し込みは
〒517-0501

10 月 31 日(日)
9:30～15:00

三重県志摩市阿児町鵜方 875-24

横山ビジターセンターへ (年中無休)

TEL 0599-44-0567（8：30～17：15） FAX 0599-46-0701

答志島の絶品トロサワラ

◎申し込みは開催日の前月同日から先着順に受け付け、定員になり次第締め切りとします。※コロナウイルス感染状況や天候により中止になる可能性があります。
E-メール

yokoyama-vc@aroma.ocn.ne.jp

ホームページ

http://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/

しめ縄づくり

間 崎 島 を 巡 る

日時

12 月 20 日(月)
9:30～12:00

日時

11 月 14 日(日)

かつては真珠のメッカとして栄えま

対象

9:30～13:45
小学生以上

した。今は、過疎化が進んでいます

開催場所 志摩町和具間崎
集合 賢島観光駐車場

対象 大人限定
開催場所 横山山小屋

が、静かな英虞湾に囲まれ、ゆった

集合

英虞湾のほぼ中央に浮かぶ間崎島。

りとした時間が流れています。

安 乗 を 歩 こ う

紅葉に彩られた横山を歩こう
日時
対象

横山山小屋

日時

11 月 28 日(日)
10:00～15:00
小学生以上

ざまです。作り方を知らない方でも
完成まで指導します。自分で作った
しめ縄で新しい年を迎えましょう。

安乗は伊勢湾と熊野灘の境目に位置

ら迫子の浅間山を往復する風光明
媚なコースをたどります。横山の

集合

す。新しく整備された園地や安乗灯台

ツツジ、カエデなどを鑑賞しなが

安乗墓地横駐車場

魅力を再発見しましょう。

サトウキビは沖縄地方など南国のイメージ
が強い農作物ですが、昔は志摩地方でも作
られていました。子供たちはお菓子代わり
に甘い汁を吸ったものでした。今では珍し
くなったサトウキビの収穫と絞った甘いジ

す。江戸時代は大阪から江戸へ向かう
船の風待ち港として栄え、安乗人形芝
居などの独特な文化も伝わっていま
などを巡ります。

冬の野鳥観察会

サトウキビの収 穫 体 験
12 月 12 日(日)
10:00～12:00
対象 小学生以上
開催場所 阿児町神明
たくと農園
集合 阿児町神明

海老などの豪華なものまで各地さま

し、様々な種類の漁業が営まれていま

ざわわざわわざわわざわわざわわざわわざわわざわわざわわざわわ

日時

で特徴があり、蘇民将来の札や伊勢

1 月 30 日(日)
10:00～15:00
対象 小学生以上
開催場所 志摩市安乗周辺

横山周辺で色づくハゼ、ドウダン

開催場所 志摩市横山周辺
集合 横山創造の森駐車場

伊勢志摩ではしめ縄の飾り方が各地

日時

2 月 20 日(日)
10:00～12:00
対象 小学生以上
開催場所 鳥羽市加茂周辺
集合 加茂小学校(予定)

ュースを体験しましょう。

冬の里山や水辺には冬を越す様々な
鳥類が観察されます。ミサゴなどの
猛禽類も雄大に大きな羽を広げ、虎
視眈々と獲物を狙っています。葉が
落ちて観察しやすくなった里山で鳥
たちの暮らしを覗いてみましょう。

■オオキンケイギクとは？
・外国から日本に持ち込まれた「外来生物」です。
・5～7 月頃に黄色い花を咲かせます。高さは 50～70cm くら
い、葉は細長い楕円形で両面に毛が生えています。
・「特定外来生物」に指定されており、飼育や販売、野に放つなどの
行為が法律で禁止されています。

■駆除はどうすればいいの？
・花が咲きはじめの 5 月上旬頃～種子をつける前(花が満開になる)
までに駆除をすると良いでしょう。
・根こそぎ抜いて、丈夫な袋に入れ、しっかりと口を縛ります！
→燃えるゴミとして処分してください。
・オオキンケイギクは多年草。根気強く駆除を続けましょう！

伊勢志摩国立公園を満喫しよう

横 山 ビジターセンター
〒517-0501
三重県志摩市阿児町鵜方 875-24
TEL 0599-44-0567 FAX 0599-46-0701

