
＜磯の観察会・カヤックで行く磯の観察会 申込について＞
申込期間中に、当館のＨＰの専用フォームに必要事項を記入してお申し込みください。申込多数の場合は抽選となります。電話（９：００～１７：００）での申込
も受け付けます。 磯の観察会の申込期間： ６/２７～各観察会の2週間前（７/４，７/１８） カヤックで行く磯の観察会の申込期間： ７/１～７/１５

磯の生き物タッチング 5/２（日），５/5（水）

GW企画

◆ウニやヒトデなどの磯の生き物を触ってみよう！

貝がらストラップをつくろう！ ５/１（土），５/４（火）

場所：海と大地の自然館 定員：なし
申込：不要 持ち物：なし

◆貝殻を使って自分だけのストラップを作ろう！

どうする？夏休み自由研究

７/11（日），７/２5（日） １０：００～１２：0０
集合場所：海と大地の自然館 定員：２０名
申込：６/２7～（電話のみ９：００～１７：００） 持ち物：筆記用具，カメラなど

自由研究 ◆夏休み自由研究のテーマの探し方や、研究のまとめ方
を学ぼう！

シーカヤック生き物観察会

７/２7（火），７/２8（水）
集合場所：海と大地の自然館 定員：２０名 申込：WEB受付・電話
持ち物：滑りにくく濡れてもよい靴（運動靴やマリンシューズなどの

足が覆われる靴），タオル，軍手，飲み物，カメラなど

野外観察会

９：００～１２：００
予備日：８/3（火），８/4（水）

◆カヤックで普段は行けない場所の磯の生き物を観察しよう！

ジオパークの星空観望会（夏）

７/３１（土）
集合場所：海と大地の自然館 定員：なし 申込：不要
持ち物：ライト，星座早見盤，双眼鏡，虫除けなど

天体観察会 ◆夏の星座や、惑星、天の川を観察しよう！

１９：００～２１：００ 予備日：8/１（日）

ウミウシ観察会

8/6（金） ９：００～１２：００
集合場所：海と大地の自然館 定員：10名 申込： ７/２３～（電話のみ９：００～１７：００）
持ち物：シュノーケル，水中マスク，フィン，マリンブーツ，防水カメラ，水着，着替え，タオル，軍手

野外観察会 ◆「海の宝石」ことカラフルなウミウシを観察しよう！
＊小学4年生以上でシュノーケル経験者限定 大人のみの参加もOK

☆ジオパークの日記念☆石を顕微鏡でのぞいてみよう！

８/２１（土） 9：30～12：00 集合場所：渚交流館 定員：２０名 申込：８/７～（電話のみ９：００～１７：００） 持ち物：カメラなど

大地と話そう！ まだ間に合う！
夏休み自由研究

◆石ってどうやって調べるの？薄片づくりから顕微鏡観察、写真撮影まで体験できます。

地面の下を調べてみよう！

9/26（日） ９：００～１５：００
集合場所：渚交流館 定員：２０名 申込：９/１２～（電話のみ９：００～１７：００）
持ち物：汚れてもよい服装，帽子，軍手，筆記用具，カメラなど

大地と話そう！ ◆地盤調査のプロといっしょに岩美町又助池周辺の地面を
掘り、土や地層を観察します。

フィールドで役立つロープワーク

６/２７（日） ９：３０～１２：００

自然講座 ◆生活にも役立つロープワーク、できたらカッコいい！

集合場所：渚交流館 定員：２０名
申込：６/１３～（電話のみ９：００～１７：００） 持ち物：筆記用具，カメラなど

ＤＯ！折り紙＆ぬりえ 4/２9（木），５/3（月）◆海の生き物を折り紙で作ろう！
ぬりえをしよう！

時間：１０：００～１２：００，１3：００～１５：００

ジオパークの星空観望会（春）

５/２９（土）
集合場所：海と大地の自然館 定員：なし 申込：不要
持ち物：ライト，星座早見盤，双眼鏡など

天体観察会 ◆春の星座と金星と水星の大接近を見てみよう！

１９：００～２１：００ 予備日：５/３０（日）

☆地質の日記念☆世界に一つだけの岩石標本をつくろう
5/9（日） １０：３０～１１：３０，１３：３０～１４：３０ 集合場所：渚交流館 定員：各回１０名 申込：４/２５～（電話のみ９：００～１７：００） 持ち物：なし

大地と話そう！

◆山陰海岸ジオパークの石や砂で標本を作ろう！室内で手軽に楽しめます。

海辺に咲くお花の観察会

5/３０（日） ９：３０～１２：００
集合場所：海と大地の自然館 定員：１５名 申込：５/１６～（電話のみ９：００～１７：００）
持ち物：動きやすい服装，履きなれた運動靴，帽子，飲み物，雨具，筆記用具，カメラなど

野外観察会 ◆浦富海岸にはどんなお花が咲いているかな？
海辺の植物にはどんな秘密が隠されているかな？

山陰海岸ジオハイキング ～青谷長尾鼻コース～

6/6（日） ９：00～１２：００
集合場所：あおや郷土館（鳥取市青谷町） 定員：２０名 申込：５/２３～（電話のみ９：００～１７：００）
持ち物：動きやすい服装，履きなれた運動靴，帽子，飲み物，雨具，筆記用具，カメラなど

野外観察会 ◆長尾鼻はどうやってできた？
地形や地質から謎解きをします。

レッツ パンニング！

６/２０（日） １０：００～１２：００
集合場所：渚交流館 定員：２０名 申込：６/６～（電話のみ９：００～１７：００）
持ち物：汚れてもよい服装，帽子，軍手，筆記用具，カメラなど

大地と話そう！ ◆砂金とりの技術を体験してみよう！

イベントスケジュール
San’in Kaigan Geopark Museum of the Earth and Sea 2021

年度

金星

＊ゴールデンウィーク中は毎日開館（4/29～5/5）

磯の生き物観察会

７/１8（日），8/１（日） ９：００～１２：００

集合場所：海と大地の自然館 定員：３０名 申込：WEB受付・電話
持ち物：滑りにくく濡れてもよい靴（運動靴やマリンシューズなどの

足が覆われる靴），タオル，軍手，飲み物，カメラなど

野外観察会 ◆浦富海岸の海の生き物を観察しよう！



山陰海岸ジオパーク

海と大地の自然館
San’in Kaigan Geopark

Museum of the Earth and Sea

TEL.0857-73-1445
FAX.0857-73-1446

HP. https://www.pref.tottori.lg.jp/255369.htm

E-mail: sanin‐geopark@pref.tottori.lg.jp

■開館時間／ 9:00～17:00
※7月～8月の毎週土曜日は18:00まで開館

■休 館 日／毎週月曜日･国民の祝日の翌日
（月曜日が祝日の場合は翌平日に振替休館）
年末年始（12月29日～1月3日）
※7月20日～8月31日の間は毎日開館

■入 館 料／無料

※上記のイベントは、天候等により中止することがあります。あらかじめご了承ください。中止情報は当館ＨＰに掲載します。

3D映像 観覧無料 ３本立て上映中
「大地と海の物語」9：30～，13：30～ 「神秘と生命の物語」10：30～，14：30～ 「大地と人の物語」11：30～，15：30～

※上記以外の時間を希望の方はご相談ください。英語版、字幕版もあります。

山陰海岸ジオパーク
海と大地の自然館

浦富
IC

岩美
町
役場

蒲生川

山陰近畿自動車
道

※上記以外にもミニ天体観察会を開催します。詳細は当館ＨＰおよび別紙イベントチラシに掲載します。
※このチラシに掲載の講座は、「とっとり県民カレッジ連携講座」です。
※屋外で行うイベントには、女性スタッフが同行します。

クリスマスの飾りをつくろう！

１２/１2（日） １０：００～１２：００
集合場所：渚交流館 定員：２０名 申込：１１/２８～（電話のみ９：００～１７：００）
持ち物：なし（材料等は、自然館で用意します。）

ものづくり講座 ◆自然のいろいろな物を利用して、自分だけの
クリスマスの飾りを作ろう！

弁当パックで地形立体模型をつくろう！

１/２3（日） １０：００～１２：００ 集合場所：渚交流館 定員：２０名 申込：１/９～（電話のみ９：００～１７：００）
持ち物：なし（材料等は、自然館で用意します。）

ものづくり講座 ◆弁当パックのフタと油性ペンで
山や谷の立体模型を作ります。

琥珀標本をつくろう！
２/１3（日） １０：００～１２：００

集合場所：渚交流館 定員：２０名 申込：１/３０～（電話のみ９：００～１７：００）
持ち物：標本にしたいもの（小瓶に入るもの）

ものづくり講座 ◆溶かした松ヤニを使って、オリジナルの琥珀標本を作ろう！

漂着貝の標本作り

３/１3（日） ９：００～１２：００
集合場所：海と大地の自然館 場所：牧谷海岸～浦富海岸
定員：２０名 申込：２/２７～（電話のみ９：００～１７：００） 持ち物：カメラなど

野外観察会 ◆浦富海岸に打ち上がった貝殻を調べてみよう！

チリメンモンスターを探そう！

２/６（日） ９：００～１２：００ 集合場所：渚交流館 定員：２０名 申込：１/２３～（電話のみ９：００～１７：００） 持ち物：カメラなど

自然観察会 ◆チリメン雑魚に潜む海の生物の赤ちゃん（チリメンモンスター）
を探してみよう！

じゃこ ひそ

こ は く

ジオパークの星空観望会（冬）

１２/４（土） 集合場所：海と大地の自然館 定員：なし 申込：不要
持ち物：ライト，星座早見盤，双眼鏡，防寒着など

天体観察会 ◆秋から冬の星座への移り変わりや、金星、木星、土星
などの惑星を観察しよう！

１８：３０～２０：３０ 予備日：１２/５（日）

山陰海岸ジオハイキング ～鳥取城下町コース～

11/14（日） ９：３０～１２：００
集合場所：鳥取県庁北側駐車場（武道館前） 定員：２０名 申込：１０/３１～（電話のみ９：００～１７：００）
持ち物：動きやすい服装，履きなれた運動靴，帽子，飲み物，雨具，筆記用具，カメラなど

野外観察会

山陰海岸ジオハイキング ～香住海岸東コース～

10/30（土） 集合場所：鳥取駅南口 申込：１０/１６～（電話のみ９：００～１７：００） 定員：２０名
持ち物：動きやすい服装，履きなれた運動靴，帽子，弁当、飲み物，雨具，筆記用具，カメラなど

野外観察会
◆山陰海岸ジオライナーで行くジオハイキング
です。交通費等は各自負担となります。

日光池の謎解き観察会

12/5（日） ９：３０～１２：００
集合場所：杉谷神社（鳥取市気高町日光） 定員：２０名 申込：１１/２１～（電話のみ９：００～１７：００）
持ち物：暖かく動きやすい服装，雨具，筆記用具，カメラなど

野外観察会 ◆冬だけ現れる不思議な池の歴史・生態系・成り立ちを知る、盛沢山の観察会！

１０/１7（日） ９：３０～１２：００
集合場所：海と大地の自然館 場所：トレイルコース、熊井浜周辺 申込：１０/３～（電話のみ９：００～１７：００）
定員：２０名 持ち物：汚れてもよい服装，帽子，軍手，筆記用具，カメラなど

◆身近なところにも野生動物はいっぱい！ 遊歩道や
浜辺に残された動物の痕跡を見つけられるかな?!

野外観察会 野生動物のフィールドサインを探そう！

ジオパークの星空観望会（秋）

１０/９（土） 集合場所：海と大地の自然館 定員：なし 申込：不要
持ち物：ライト，星座早見盤，双眼鏡，防寒着など

天体観察会 ◆月や木星、土星などの惑星を観察しよう！流れ星
（りゅう座流星群）も見えるかも？

１８：３０～２０：３０ 予備日：１０/１０（日）

◆鳥取の街がどうやってできたのか。
街を歩きながら考えてみましょう。

荒金銅山と鮭物語

１１/23（火） ９：３０～１２：００
集合場所：岩美町岩常宮橋付近 場所：小田川（岩美町） 申込：１１/9～（電話のみ９：００～１７：００）
定員：２０名 持ち物：動きやすい服装と靴、雨具、カメラなど

野外観察会 ◆小田川（岩美町）に遡上したサケを観察しよう！

８：３０～１６：３０
※列車の運行状況で、時間が変わる場合があります。


