






伊豆市

三島市

函南町

伊豆の国市

天城遊々の森クラブを
体験してみよう

野菜トランプと
竹とんぼづくり

旧市内地区エコリーダー活動
環境パトロール

「遊んで学ぶ」環境ゲーム

環境かるた

エコラジ！（ラジオで
エコ活動を伝えよう！）

伊豆・東部
地域

みどり❶

環境総合❸

廃棄物❶

環境総合❷

大気❷

大気❶

環境総合❹

環境総合❶

1/25（日）

2/14（土）

1/10（土）

2/14（土）

1/17（土）

1/8～2/26（毎週木）

伊豆こどもミュージアムの毎月1回年間
通して行われている森あそび塾の体験で
す。天城遊々の森をフィールドに、冬のネイ
チャーゲームを中心とした環境教育プログ
ラムを体験します。

 会場 　天城遊々の森
 募集 　数名
 費用 　3,000円
 締切 　先着順
 主催 　NPO法人伊豆こどもミュージアム
 問合 　0558-72-7731

野菜の旬や栄養、ことわざや文化など、トラ
ンプで遊びながら野菜のことを学びます。
また、竹とんぼは小刀を使わず、紙やすりだ
けで作ります。良く飛びます。かぐや姫のお
話もします。

 会場 　韮山時代劇場　クラフト室
 募集 　24名
 費用 　300円
 締切 　2月12日まで先着順
 主催 　（公財）農業環境健康研究所
 問合 　0558-79-1114

三島市の環境ボランティア団体である、旧
市内地区エコリーダーが毎月第2土曜日に
様々な環境活動を行っています。1月の活
動は環境パトロールで、身近な地域のごみ
拾いを行います。

 会場 　三島市内（三島田町駅集合）
 募集 　特になし
 費用 　無料
 締切 　特になし
 主催 　三島市環境政策課
 問合 　055-983-2647
 備考 　雨天中止

「みんなで楽しみながら環境を学んでみよう！」
一つ目は「お弁当国旗たてゲーム」。食材（サ
ケ、お肉、シイタケなど）はどこの国から
やって来る？二つ目は、ネイチャーゲーム、
ビンゴゲームを室内でやるよ。

 会場 　韮山時代劇場　クラフト室
 募集 　24名
 費用 　無料
 締切 　2月12日まで先着順
 主催 　（公財）農業環境健康研究所
 　　 　㈱マエダ美化
 問合 　0558-79-1114

環境に関するトピックを日本語と英語で表
現したバイリンガルかるたを使って、環境
や英語について楽しく学びます。また手作
りかるたのワークショップも予定していま
す。

 会場 　エコセンター（三島市東本町2-5-24）
 募集 　30名
 費用 　無料
 締切 　1月15日まで先着順
 主催 　三島市環境政策課
 問合 　055-983-2647

環境学習イベントのPRや学習成果の報告・
活動の紹介をしてみませんか？FMいずの
くに【ちょっとエ～コとしませんか？】とい
う番組内で、パーソナリティと雑談を交え
ながら楽しくエコ活動を伝える体験です。
団体・個人どなたでもお気軽に！

 会場 　FMいずのくにスタジオ（韮山時代劇場）
 募集 　各回1団体（スタジオに入れるのは4人）
 費用 　無料
 締切 　いつでもOK、先着順
 主催 　FMいずのくに
 問合 　090-2574-0760（担当：前田）
 備考 　PC・スマートフォンで県内どこでも
　　　  聞くことができます。

10：00～15：00

14：30～16：00

9：00～10：30

13：00～14：30

定例観望会

1/17（土）、2/21（土）

一等星が多く見られる冬の星座は一年中
で、最も華やかな星空です。宵の空で見や
すくなった木星のシマもようやガリレオ衛
星、オリオン大星雲も望遠鏡を通して見る
ことができます。1月はM42と北極星、2
月は木星とすばるを観望します。

 会場 　月光天文台
 募集 　80名
 費用 　大人400円、子供200円
 締切 　先着順
 主催 　（公財）国際文化交友会
 問合 　055-979-1428

18：30～21：00

木星特別観望会

2/14(土）、28（土）

宵の空で見やすくなった木星のシマもよう
を20cm屈折望遠鏡で観望します。

 会場 　月光天文台
 募集 　特になし
 費用 　1人200円
 締切 　先着順
 主催 　（公財）国際文化交友会
 問合 　055-979-1428

18：00～19：00 13：30～15：00

14：00～14：55
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伊豆・東部地域

※掲載されている日程、内容は平成 26年 12 月現在のものです。天候等の事情により変更になる場合があります。詳しくは各主催にお問合せください。



裾野市

沼津市

竹炭作り教室

アウトドア料理を楽しもう!

史跡・石造物巡り
ウォーキング

星を観る会

講演
「富士山と三島」

リバーフレンドシップ（河川のゴ
ミ拾い）・冬の川の生きもの観察

野鳥観察会

店舗後方施設見学会＆
食材の知識を高めよう！

海の生き物・レクチャー
プラン

環境総合❺

食❶

環境総合❼

大気❸

富士山❶ 環境総合❻

水❶

みどり❷

食❷

水❷

1/18（日）、2/15（日）

2/8（日）

1/18（日）

1/24（土）

2/23（月）

2/8（日）

2/8（日）

毎週土曜

通年

竹炭作りを体験し、竹炭の効能、使い方を学
ぶ。

 会場 　三島市立箱根の里
 募集 　60名
 費用 　無料
 締切 　1月18日は1月1日～1月17日まで、
　　　　2月15日は2月1日～2月14日まで抽選
 主催 　三島市立箱根の里
 問合 　055-985-2131

箱根の里で野外活動・料理実習を行うこと
により、その技術の向上を図ると共に参加
者相互の交流を深め、社会教育活動に寄与
する人材や団体を育成し、併せて、冬季利用
の促進を図る。

 会場 　三島市立箱根の里
 募集 　30名
 費用 　1人1,500円
 締切 　1月1日～1月17日まで抽選
 主催 　三島市立箱根の里
 問合 　055-985-2131

街の片隅に庚申塔（こうしんとう）や地蔵と
いった歴史を刻む石でつくられた遺物が多
く残っています。先人たちのさまざまな思
いや暮らしを想像しながら、また、現在の町
の様子を見ながら小さな旅をします。

 会場 　裾野市内
 募集 　15名
 費用 　300円
 締切 　1月15日まで先着順
 主催 　NPO法人里山会公文名ファイブ
 問合 　090-2689-6913

天体望遠鏡を使い星座などの観察を行う。

 会場 　三島市立箱根の里
 募集 　50名
 費用 　無料
 締切 　1月1日～1月17日まで抽選
 主催 　三島市立箱根の里
 問合 　055-985-2131

元富士山測候所長に、富士山に関する基礎
知識、富士山測候所での体験談、富士山と三
島との関わり等について講演していただき
ます。

 会場 　三島市民文化会館　大会議室
 募集 　80名
 費用 　無料
 締切 　2月18日まで先着順
 主催 　三島市環境政策課
 問合 　055-983-2647

《さとやま親子体験学習》として実施してい
る活動です。河川のゴミ拾いを行い、その
後、川の生きもの観察を行い、参加者全員で
振り返りを行います。

 会場 　裾野市偕楽公園
 募集 　30名
 費用 　300円
 締切 　1月15日まで先着順
 主催 　NPO法人里山会公文名ファイブ
 問合 　090-2689-6913

講師の先生と一緒に朝の楽寿園内をまわり
ながら、野鳥の声や巣、姿を探して観察をし
ます。

 会場 　三島市立公園楽寿園
 募集 　20名程度
 費用 　無料
 締切 　2月1日～前日まで
 主催 　三島市楽寿園
 問合 　055-975-2570

お客さまが安心して商品を購入して頂ける
ように、当社の品質管理・衛生管理・製造工
程をご覧頂く見学会を実施しています。ま
た、食育講座では、子供対象…食材の栄養の
大切さについての話、大人対象…食材の正
しい選び方や調理・保存の仕方等の内容を
お話をします。

 会場 　マックスバリュ裾野店
 募集 　特になし
 費用 　無料
 締切 　参加日の前週日曜まで先着順
 主催 　マックスバリュ東海㈱
 問合 　055-993-2600

水族館で飼育している生物の生態などを紹
介します。その他にも海の環境についても
お話をします。

 会場 　伊豆・三津シーパラダイス館内
 　　 　レクチャーホール
 募集 　100名程度（団体のみ）
 費用 　無料（別途入場料金）
 締切 　常時（事前予約）
 主催 　伊豆・三津シーパラダイス
 問合 　055-943-2331
 備考 　団体での入場利用に限る。

9：30～14：00

9：30～15：00

9：30～15：00

18：00～20：00

13：30～15：00

9：30～15：00

8：00～10：00

10：30～14：00
（1時間を予定）

15分～30分程度
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※掲載されている日程、内容は平成 26年 12 月現在のものです。天候等の事情により変更になる場合があります。詳しくは各主催にお問合せください。



富士宮市

富士市

第5回ぬまづエコ活動
コンテスト

冬の特別展

きれいな湧水を
さわろう!!

野鳥自然観察会

店舗後方施設見学会＆
食材の知識を高めよう！

富士山なるほど
自然教室

プラネタリウム投影
冬の星空

みんなの家のお雑煮

水鳥ウォッチング

環境総合❽

環境総合❾

富士山❷ 水❸

みどり❸

食❸

富士山❸ みどり❹

大気❹

食❹

富士山❹ みどり❺

2/8（日）

随時（臨時休館有り）

1/25（日）

2/21（土）

毎週土曜

1/10 （土）～2/28（土）
日祝等休館日は除く

1/10 （土）～2/28（土）
日祝等休館日は除く

随時（臨時休館有り）

1/12（月・祝）

市民や団体が日頃取り組んでいるエコ活動
の成果をステージで発表・表彰するエコ活
動コンテストを、沼津プロレスのみなさん
が盛り上げます！エコ展示会やエコワン総
選挙を同時開催し、市民一人ひとりが環境
について考えるきっかけづくりとなるイベ
ントです。

 会場 　沼津市民文化センター
 募集 　特になし
 費用 　無料
 締切 　特になし
 主催 　沼津市環境政策課
 問合 　055-934-4741

身の回りの科学の不思議を楽しいゲーム感
覚で体験しよう。参加体験型展示物はご家
族みんなでお楽しみいただけます。

 会場 　富士川楽座2階　体験館どんぶら
 募集 　特になし
 費用 　大人600円、子供300円
 締切 　当日受付
 主催 　富士市道の駅　富士川楽座
 問合 　0545-81-5555
 備考   火曜定休、展示入替やメンテナンスで

休館させていただく場合がございま
す。

しずおか環境学習マップに掲載された富士
湧水コースをモデルコースとして、環境学
習会を開催します。湧水と人との関わり方、
湧水で見られる生きものについて調べてみ
ましょう。

 会場 　富士市医王寺ほか
 募集 　30名
 費用 　無料
 締切 　先着順
 主催 　静岡県環境ふれあい課
 問合 　054-221-2919

愛鷹広域公園のあひるケ池やせせらぎの径
の周辺で、森林浴とせせらぎの水音を楽し
みながらどんな野鳥が生息しているのか、
鳴き声や双眼鏡での観察を通じて豊かな自
然を体験してみませんか。

 会場 　愛鷹広域公園
 募集 　20名
 費用 　無料
 締切 　1月20日～先着順
 主催 　愛鷹広域公園管理事務所
 問合 　055-924-8878

お客さまが安心して商品を購入して頂ける
ように、当社の品質管理・衛生管理・製造工
程をご覧頂く見学会を実施しています。ま
た、食育講座では、子供対象…食材の栄養の
大切さについての話、大人対象…食材の正
しい選び方や調理・保存の仕方等の内容を
お話をします。

 会場 　マックスバリュ富士八幡町店
 募集 　特になし
 費用 　無料
 締切 　参加日の前週日曜まで先着順
 主催 　マックスバリュ東海㈱
 問合 　0545-63-8711

貴重な映像満載のスライドショーや館内の
ジオラマ溶岩洞窟探検、田貫湖畔の散策な
どの体験で、富士山や田貫湖周辺の知られ
ざる自然を魅力たっぷりにご紹介します。

 会場 　田貫湖ふれあい自然塾
 募集 　各日20名
 費用 　1人1,050円
 締切 　当日まで先着順
 主催 　田貫湖ふれあい自然塾
 問合 　0544-54-5410
 備考 　雨天決行。要予約

目に見えない小さな星（12等星）まで忠実
に再現した星空は、宇宙に飛び出したかの
ような感覚が味わえます。さあ星空の散歩
に出かけましょう。

 会場 　富士川楽座4階　わいわい劇場
 募集 　各回72名
 費用 　大人600円、子供300円
 締切 　当日受付
 主催 　富士市道の駅　富士川楽座
 問合 　0545-81-5555
 備考 　火曜定休、番組入替等で休館となる場

合があります。番組内容は変更になる
場合があります。

静岡県指定文化財の旧稲垣家住宅内にて、
昔の道具を使用した生活体験講座をおこな
います。正月に食べられる食事についての
講義の後、昼食に向けてかまどを使ったお
雑煮作りを体験します。

 会場 　富士市立博物館　旧稲垣家住宅
 募集 　16名程度
 費用 　1人200円
 締切 　12月27日 9：00～先着順
 主催 　富士市立博物館
 問合 　0545-21-3380
 備考 　小学生から一般の方まで楽しめる講座

です。

冬に田貫湖にやってくるさまざまな水鳥。
今年はどんな水鳥が来てるかな？冷たい水
に浮かんで、家もなしに寒い冬を乗り越え
る暮らしの不思議に迫ります。

 会場 　田貫湖ふれあい自然塾
 募集 　各日15名
 費用 　1人800円
 締切 　当日まで先着順
 主催 　田貫湖ふれあい自然塾
 問合 　0544-54-5410
 備考 　雨天中止。要予約

10：00～16：30

10：00～16：00
（延長有り）

13:00～16:00

9:00～11:00

10：30～14：00
（1時間を予定）

9：30～11：30

10：00～16：00
（延長有り）

10：00～13：00

15：30～16：15
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※掲載されている日程、内容は平成 26年 12 月現在のものです。天候等の事情により変更になる場合があります。詳しくは各主催にお問合せください。



柚子ざんまいの
アロマグッズ作り

富士山の日に
ふじさんを作る

田貫湖やまのぼりクラブ
（二子山スノーシュー）

富士山のふしぎと
動物のひみつ

富士山
溶岩洞窟探検

富士山南陵
バードウォッチング

たき火の達人キャンプ

耐寒キャンプ

富士山の
石ころパネル作り

富士山❺

富士山10

富士山❽ 富士山❾

富士山❻

富士山11

富士山❼

富士山12

みどり❻

環境総合11

みどり❾ みどり10

みどり❼

みどり11

みどり❽

環境総合12

環境総合10

1/10（土）

2/1（日）

2/23（月）

1/11(日）、2/22（日）

2/7（土）～2/8（日）

2/23（月）

1/11（日）～1/12（月・祝）

2/22（日）

2/23（月）

里山を散策して植物の材料を集め、香りを
抽出するプログラムです。柚子をメインに、
寒さと乾燥に役立つグッズを作ります。

 会場 　ホールアース自然学校
 募集 　20名
 費用 　3,000円
 締切 　先着順
 主催 　ホールアース自然学校
 問合 　0544-66-0152

雪を歩くために作られた靴「スノー
シュー」。特別な道具で白銀の世界へ。足跡
などの痕跡から冬の動物の暮らしに迫りま
す。

 会場 　富士山二子山(水ヶ塚駐車場集合）
 募集 　15名
 費用 　1人5,000円
 締切 　当日まで先着順
 主催 　田貫湖ふれあい自然塾
 問合 　0544-54-5410
 備考 　雨天中止、スノーシューのレンタル
 　　　 込み、要予約。

モデルの山に溶岩に見立てた素材を流し、
どのように富士山が作られたのか実験しま
す。

 会場 　富士宮市富士山環境交流プラザ
 募集 　20名
 費用 　300円（材料費）
 締切 　2月16日まで先着順
 主催 　富士宮市花と緑と水の課
 問合 　0544-59-0050

観光ではなかなか行けない富士山のおな
かの中。約8千年前の噴火でできた長い歴
史をもつ洞窟へ行きます。探険家の気分で
レッツゴー！

 会場 　田貫湖ふれあい自然塾
 募集 　各日30名
 費用 　1人2,000円
 締切 　当日まで先着順
 主催 　田貫湖ふれあい自然塾
 問合 　0544-54-5410
 備考 　持ち物(雨具、防寒着、懐中電灯、軍手、

動きやすい服装、濡れてもいい靴）・雨
天決行・荒天の場合はプログラムを中
止することがあります。

火おこし＆たき火が大好きなトモダチ大集
合！スタッフと一緒に思いっきり火遊びし
ましょう！たき火でおいしいご飯も作る
よ！

 会場 　田貫湖ふれあい自然塾
 募集 　15名
 費用 　1人12,000円
 締切 　2月1日まで先着順
 主催 　田貫湖ふれあい自然塾
 問合 　0544-54-5410
 備考 　持ち物・詳細はお問い合わせください。

要予約

富士山周辺に棲息する野鳥を観察し、富士
山の自然環境について理解を深める。シロ
ハラなどの冬鳥やシジュウカラなどの留鳥
を観察し、その特徴や生態を紹介する。

 会場 　富士宮市富士山環境交流プラザ
 募集 　60名
 費用 　無料
 締切 　2月16日まで先着順
 主催 　富士宮市花と緑と水の課
　　　  富士山の自然と環境を守る会
 問合 　0544-59-0050

お正月ならではの昔あそびの時間をたっぷ
り用意。つきたてのお餅も味わいます。雪が
降ったら、新雪を求めて富士山のふもとへ。
宿泊は本物の遊牧民が使っていた『ゲル』。
薪ストーブを囲んでみんなで温まります。

 会場 　ホールアース自然学校
 募集 　15名
 費用 　12,000円
 締切 　先着順
 主催 　ホールアース自然学校
 問合 　0544-66-0152
 備考 　詳しくはＨＰをご覧ください。

富士山とそこに住む動物のフシギやヒミツ
を楽しく教えます。クイズをしたり、体を
使って富士山のこと、動物のことに詳しい
博士になろう！

 会場 　田貫湖ふれあい自然塾
 募集 　20名
 費用 　1人1,050円
 締切 　当日まで先着順
 主催 　田貫湖ふれあい自然塾
 問合 　0544-54-5410
 備考 　雨天決行。要予約

富士山の成り立ちや火山がつくる石につい
て説明しながら、数種類の富士山の石を利
用してオリジナルの岩石図鑑“石ころパネ
ル”を作ります。

 会場 　奇石博物館苑内テラス（予定）
 募集 　一般・材料がなくなるまで
 費用 　1人100円（材料費）
 締切 　当日申込　先着順
 主催 　奇石博物館
 問合 　0544-58-3830

13：00～16：30

8：00～15：00

13：00～16：00

9：45～12：30

13：00～翌15：00

9：00～11：00

10：00～11：30

10：00～15：00
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伊豆・東部地域

※掲載されている日程、内容は平成 26年 12 月現在のものです。天候等の事情により変更になる場合があります。詳しくは各主催にお問合せください。



中部地域

静岡市葵区

静岡市駿河区

温暖化防止と地域エネルギー
に関するシンポジウム

しずおか自然体験ミュージアム
～みて・きいて・さわって・おいしく！？
　自然を楽しむ企画展～

里山のかやねずみ

る・く・る自然観察会
「樹木をみてみよう」

エネルギー❶

環境総合13みどり13

みどり12

1/19（月）

1/10（土）～2/22（日）毎週火・木

2/7(土）

『里山資本主義』でおなじみの藻谷浩介氏を
講師に迎え、温暖化防止と地域づくりに関
する講演会を開催、また全国各地で市民発
電事業に取り組む皆さんによるシンポジウ
ムも。お楽しみに！

 会場 　あざれあ　大ホール
 募集 　100名（一般）
 費用 　無料
 締切 　12月中旬～先着順
 主催 　静岡県地球温暖化防止活動推進センター
 問合 　054-271-8806

豊かな自然環境とその恵みにあふれる本県
の魅力を、幅広く紹介する企画展です。土日
祝日には、特産物の試食や、多彩な話題の講
演会など自由参加イベントも開催します。
詳しいイベント日程はHPなどをご参照く
ださい。

 会場 　静岡科学館る・く・る　企画展示室ほか
 募集 　一部イベントは募集あり
 費用 　無料（入館料別途）
 締切 　一部イベントは事前申込制
 主催 　静岡科学館る・く・る
 問合 　054-284-6960
 備考 　静岡科学館HP
  　　　http://www.rukuru.jp

静岡市街地から車で20分。そんな身近な
里山に、0～3歳の親子が集う活動があり
ます。四季折々の自然を感じ、子ども達は感
性豊かに遊びこむ。そんな我が子にそっと
寄り添うお母さん。親子のゆったり自然体
験活動。

 会場 　有度山北麓
 募集 　特になし（初回登録必要）
 費用 　親子1組2名で2,000円（別途登録料）
 締切 　随時受付
 主催 　NPO法人しずおか環境教育研究会
 問合 　054-263-2866
 備考 　詳しくはHP参照
　　　  http://www.ecoedu.or.jp/

樹種ごとに異なる工夫を凝らした「冬芽」を
中心に、冬越しの樹木を観察します。静岡県
自然観察指導員会中部支部と共催。

 会場 　千代みどりの森
 募集 　小学生以上30名
 費用 　1人100円（保険料）
 締切 　１月17日の9：30から先着順
 　　　 (電話申込）
 主催 　静岡科学館る・く・る
 問合 　054-284-6960
 備考 　小学生以下保護者同伴、現地集合・
　　　  解散、雨天中止

13：30～16：00

9：30～17：00
（入館は16：30まで）10：00～13：00

10：00～11：45

講演会『魚博士に聞く！「ここに
注目！静岡の海・川・湖の魚たち」』

水❹

1/12（月･祝）

東海大学の秋山信彦教授を講師に迎え、静
岡県で見られる魚について、生態やそのバ
リエーションを紹介していただきます。

 会場 　静岡科学館る・く・る　イベントホール
 募集 　100名程度
 費用 　無料（入館料別途）
 締切 　当日会場へどうぞ
 主催 　静岡科学館る・く・る
 問合 　054-284-6960
 備考 　静岡科学館HP
  　　　http://www.rukuru.jp

13：30～14：45

講演会『化石博士に聞く！
「陸上でできる海底探検」』

みどり15

1/11(日）

静岡大学の延原尊美教授を講師に迎え、化
石から読み取ることができる古生物の生態
や、その進化過程などについて紹介してい
ただきます。

 会場 　静岡科学館る・く・る　イベントホール
 募集 　100名程度
 費用 　無料（入館料別途）
 締切 　当日会場へどうぞ
 主催 　静岡科学館る・く・る
 問合 　054-284-6960
 備考 　静岡科学館HP
  　　　http://www.rukuru.jp

13：30～14：45

講演会『動物博士に聞く！
「森でクマさんに出会ったら」』

みどり14

1/10（土）

動物学者の實吉達郎さんを講師に迎え、動
物観察のポイントや、その楽しさなどを紹
介していただきます。

 会場 　静岡科学館る・く・る　イベントホール
 募集 　100名程度
 費用 　無料（入館料別途）
 締切 　当日会場へどうぞ
 主催 　静岡科学館る・く・る
 問合 　054-284-6960
 備考 　静岡科学館HP
  　　　http://www.rukuru.jp

13：30～14：45
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中部地域

※掲載されている日程、内容は平成 26年 12 月現在のものです。天候等の事情により変更になる場合があります。詳しくは各主催にお問合せください。



講演会『深海博士に聞く！
「駿河湾の奇妙で楽しい深海生物」』

水❺

1/25(日）

沼津港深海水族館の石垣幸二館長を講師に
迎え、日本一の深さを誇る駿河湾の自然と、
そこに棲む多彩な深海生物についてご紹介
します。

 会場 　静岡科学館る・く・る　イベントホール
 募集 　100名程度
 費用 　無料（入館料別途）
 締切 　当日会場へどうぞ
 主催 　静岡科学館る・く・る
 問合 　054-284-6960
 備考 　静岡科学館HP
  　　　http://www.rukuru.jp

13：30～14：45

講演会『植物博士に聞く！
「ここに注目!静岡の山の生き物たち」』

みどり16

2/15（日）

静岡大学の増澤武弘特任教授を講師に迎
え、多彩な生物を育んでいる静岡の自然に
ついて、地形・環境の特性などからご紹介
します。

 会場 　静岡科学館る・く・る　イベントホール
 募集 　100名程度
 費用 　無料（入館料別途）
 締切 　当日会場へどうぞ
 主催 　静岡科学館る・く・る
 問合 　054-284-6960
 備考 　静岡科学館HP
  　　　http://www.rukuru.jp

13：30～14：45

となりの森
フェスティバル2015

みどり17

2/21（土）

エコエデュの環境教育プログラムのエッセ
ンスがいっぺんに味わえる、毎年恒例「と
なりの森フェスティバル」。食農体験やネイ
チャークラフトなど、たくさんの体験ブー
スが立ち並びます。

 会場 　静岡県立中央図書館（予定）
 募集 　特になし
 費用 　未定
 締切 　特になし
 主催 　NPO法人しずおか環境教育研究会
 問合 　054-263-2866
 備考 　詳しくはHP参照
　　　  http://www.ecoedu.or.jp

10：00～14：30

講演会『温泉博士に聞く！
「温泉の科学と入り方」』

環境総合14

2/1（日）

静岡は全国に誇る温泉県です。入浴剤でお
なじみの株式会社バスクリンから、温泉入
浴指導員を務めるスタッフを講師に迎え、
科学の視点から「温泉」についてご紹介しま
す。

 会場 　静岡科学館る・く・る　イベントホール
 募集 　100名程度
 費用 　無料（入館料別途）
 締切 　当日会場へどうぞ
 主催 　静岡科学館る・く・る
 問合 　054-284-6960
 備考 　静岡科学館HP
  　　　http://www.rukuru.jp

13：30～14：45

講演会『お天気博士に聞く！
「静岡は何で暖かい？」』

大気❺

2/8（日）

日本気象予報士会、静岡支部のメンバーを
講師に迎え、私たちの生活に多くの恵みを
もたらしてくれる本県の気象の特性につい
てご紹介します。

 会場 　静岡科学館る・く・る　イベントホール
 募集 　100名程度
 費用 　無料（入館料別途）
 締切 　当日会場へどうぞ
 主催 　静岡科学館る・く・る
 問合 　054-284-6960
 備考 　静岡科学館HP
  　　　http://www.rukuru.jp

13：30～14：45

エコ・クッキング
冬を楽しむ手作り調味料と常備菜

食❻

2/16（月）

料理でエコを楽しみましょう。旬の食材を、
環境に配慮しながら調理します。保存性の
高い手作り調味料や常備菜にして、上手に
ストック。うれしいお持ち帰りつきです。

 会場 　静岡ガス　エネリアショールーム静岡
 募集 　24名（成人）
 費用 　1,500円
 締切 　１月24日第一次〆切　抽選
 主催 　静岡ガス㈱
 問合 　054-285-0267

10：00～13：00

講演会『食べもの博士に聞く!
「静岡の美味しい恵み」』

食❺

1/18（日）

学習院女子大学の品川明教授を講師に迎
え、静岡の海の恵みの中でも代表的な「鰹
節」を中心に、紹介していただきます。

 会場 　静岡科学館る・く・る　イベントホール
 募集 　100名程度
 費用 　無料（入館料別途）
 締切 　当日会場へどうぞ
 主催 　静岡科学館る・く・る
 問合 　054-284-6960
 備考 　静岡科学館HP
  　　　http://www.rukuru.jp

13：30～14：45

2/22（日）

静岡大学の小山真人教授を講師に迎え、日
本一の山・富士山のなりたちや、火山とし
ての特性などをご紹介します。

 会場 　静岡科学館る・く・る　イベントホール
 募集 　100名程度
 費用 　無料（入館料別途）
 締切 　当日会場へどうぞ
 主催 　静岡科学館る・く・る
 問合 　054-284-6960
 備考 　静岡科学館HP
  　　　http://www.rukuru.jp

13：30～14：45

講演会
『富士山博士に聞く！
「富士山研究最前線」』富士山13 環境総合15

『ヒデ博士のカメ講座
「研究室たんけんin静岡大学教育学部」』

水❻

1月31日（土）

世界中のフィールドでカメの調査をしてい
る静岡大学教育学部の加藤英明先生の研究
室を訪問して、世界のカメや日本のカメを
観察します。また、カメの見分け方や生態な
ど、小学校高学年程度を対象としたカメの
勉強会を行います。（静岡大学教育学部共催）

 会場 　静岡大学教育学部校舎（静岡市駿河区大谷）
 募集 　どなたでも定員60名
 費用 　無料
 締切 　1月5日（月）の9：00から先着順
　　　  （電話申込）
 主催 　静岡市清流の都創造課
 問合 　054-221-1357

13：30～15：30
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※掲載されている日程、内容は平成 26年 12 月現在のものです。天候等の事情により変更になる場合があります。詳しくは各主催にお問合せください。



静岡市清水区

化石クリーニング

干支の生きもの

ふじのくに
エコチャレンジCUP

おいしい食べもの探検隊　
冬の陣

サイエンスピクニック
2015

恐竜迫力撮影会

地球温暖化について
考えよう

みどり18

水❼

環境総合17

食❼

環境総合18

みどり19

環境総合19

1/1(木・祝）～1/4（日）

1/1（木･祝）～1/12（月・祝）

3/1（日）

1/25（日）

3/14（土）、15（日）

1/1(木･祝）～1/4（日）

2/1（日）

約5000万年前のサメの歯の化石をクリー
ニングして、お持ち帰りいただけます。

 会場 　東海大学自然史博物館
 募集 　100名
 費用 　入館料と1つ500円～
 締切 　随時先着順
 主催 　東海大学自然史博物館
 問合 　054-334-2385

玄関エントランスに特別に水槽を設置し、
2015年の干支　未に関連する海の生き物
を特別展示。

 会場 　東海大学海洋科学博物館
 募集 　特になし
 費用 　入館料
 締切 　特になし
 主催 　東海大学海洋科学博物館
 問合 　054-334-2385

2014年度の県民運動「ふじのくにエコ
チャレンジ」ACTION＋参加チームへの表
彰・発表会など。県内ゆるキャラによるご
当地エコ自慢アトラクションも！

 会場 　グランシップ　交流ホール
 募集 　300名（一般）
 費用 　無料
 締切 　2月1日～先着順
 主催 　ふじのくにエコチャレンジ実行委員会
 問合 　054-271-8806
　　　  （静岡県地球温暖化防止活動推進センター）

楽しいクイズラリーやゲームに挑戦して和
食の魅力を発見しよう！削り節体験や豆つ
まみゲーム等を通してユネスコ無形文化
遺産に登録された、日本の食文化にふれよ
う！

 会場 　イオン清水店内
 募集 　特になし
 費用 　無料
 締切 　当日、随時
 主催 　イオン清水店
 問合 　054-344-2500

自然や科学をテーマに楽しく活動している
市民グループが大集合。発表・交流を通じ
て互いの活動をレベルアップさせましょ
う。体験プログラムも満載で、活動参加の第
一歩として、情報収集の機会としても最適
です。

 会場 　静岡科学館る・く・る　企画展示室ほか
 募集 　特になし
 費用 　無料（入館料別途）
 締切 　当日会場へどうぞ
 主催 　静岡科学館る・く・る
 問合 　054-284-6960
 備考 　「静岡市生物多様性シンポジウム」
　　　  との合同開催です。

アジア最強といわれるタルボサウルスの口
元に特別に上り台を設置。その強靱なアゴ
の側まで接近できます。

 会場 　東海大学自然史博物館
 募集 　特になし
 費用 　入館料
 締切 　なし　順番に撮影
 主催 　東海大学自然史博物館
 問合 　054-334-2385

地球が暖かくなっている事例を紹介し、温
暖化を食い止めるべく我々がやれることを
解説する。

 会場 　ハートピア清水
 募集 　約100名
 費用 　無料
 締切 　2月1日まで先着順
 主催 　STCCA地球温暖化防止を考える会
 問合 　054-345-3640

10：00～12：00
13：00～15：00

9：00～17：00

13：00～16：00（未定）

10：00～15：30

3/14は13：00～16：30
3/15は10：30～16：30

11：00～15：00

未定（約30分）

第14回
しずおか川自慢大賞

環境総合16

2/28（土）

毎年恒例、川や水辺で活動する市民グルー
プの発表と交流の場です。地域で、どんな皆
さんがどのように水辺を楽しんでいるか、
互いにエールを送りながら情報を集めてみ
ませんか。

 会場 　静岡科学館る・く・る　イベントホール
 募集 　特になし
 費用 　無料（入館料別途）
 締切 　当日会場へどうぞ
 主催 　静岡科学館る・く・る
 問合 　054-284-6960
 備考 　静岡科学館HP
  　　　http://www.rukuru.jp

10：00～17：00

08

中部地域

※掲載されている日程、内容は平成 26年 12 月現在のものです。天候等の事情により変更になる場合があります。詳しくは各主催にお問合せください。



藤枝市

焼津市

島田市 牧之原市

市民の森づくり

蓮華寺池公園自然観察会

ふじえだ環境自然展
2015

店舗後方施設見学会＆
食材の知識を高めよう！

かなや未来塾
「大人の科学実験」

星空観望会

森づくり研修会(講演会)

冬の生物観察

みどり20

みどり21

環境総合20

食❽

環境総合21

大気❻

みどり22

みどり23

2/7（土）

1/25（日）、2/22（日）

2/22（日）～2/27（金）

毎週土曜

1/17（土）

毎週土、日曜日

2/21（土）

1/18（日）、2/22（日）

清水区葛沢の皆伐された山林に木を植える
ための準備を行います。また、ネイチャー
ゲームやウッドクラフト作りも予定してい
ます。

 会場 　市民の森
 募集 　30名（小学4年以上）
 費用 　無料
 締切 　1月23日まで抽選
 主催 　興津川保全市民会議
 問合 　054-221-1319

毎月1回第4日曜日に、同じ蓮華寺池公園
の観察会でも、その季節に見られる物・姿
は様々で、新しい発見や感動に出会えるの
が大きな魅力です。

 会場 　藤枝市蓮華寺池公園
 募集 　特になし
 費用 　無料
 締切 　当日受付
 主催 　藤枝ネイチュア・フィーリングの会　
　　　  みみずくクラブ
 問合 　054-636-3482
 備考 　当日の集合場所は、公園管理事務所横。

環境や自然に取り組む団体を、NPOボラン
ティア団体、行政、企業の活動を一堂に紹介
します。

 会場 　藤枝市文化センター
 募集 　特になし
 費用 　無料
 締切 　特になし
 主催 　藤枝駿河台森づくり委員会
 問合 　054-644-2046

お客さまが安心して商品を購入して頂ける
ように、当社の品質管理・衛生管理・製造工
程をご覧頂く見学会を実施しています。ま
た、食育講座では、子供対象…食材の栄養の
大切さについての話、大人対象…食材の正
しい選び方や調理・保存の仕方等の内容を
お話をします。

 会場 　ザ・コンボグランリバー大井川店
 募集 　特になし
 費用 　無料
 締切 　参加日の前週日曜まで先着順
 主催 　マックスバリュ東海㈱
 問合 　054-664-0889

かなや未来塾では30人の成人男女が生涯
学習活動を展開しています。今回は、当公民
館主催事業の子ども科学実験隊の講師を務
める元東海大学海洋学部教授を講師にお招
きし、環境に関わる実験をします。

 会場 　金谷公民館（みんくる）
 募集 　10名
 費用 　無料
 締切 　1月10日先着順
 主催 　島田市立金谷公民館
 問合 　0547-46-5629

県内一の大型望遠鏡での天体観測や夜空で
の星座探しを行います。望遠鏡で木星やオ
リオン星雲を観測したり、夜空でオリオン
座や冬の大三角を探したり、この冬、宇宙の
神秘を体験しよう!!

 会場 　ディスカバリーパーク焼津天文科学館
 募集 　各50名
 費用 　100円
 締切 　1ヶ月前から受付、先着順
 主催 　ディスカバリーパーク焼津天文科学館
 問合 　054-625-0800
 備考 　雨天・曇天中止

例年開催しています。環境や自然をテーマ
とした講演会を予定しています。
講師は静岡大学名誉教授、小嶋睦雄さんで
す。

 会場 　藤枝市青島北公民館
 募集 　80名
 費用 　無料
 締切 　特になし
 主催 　藤枝駿河台森づくり委員会
 問合 　054-644-2046

冬の生物と植物観察

 会場 　榛原ふるさとの森
 募集 　各30名
 費用 　無料
 締切 　随時先着順
 主催 　まきのはら水辺の楽校
 問合 　090-8471-7742

8：30～15：00

9：30～12：00

9：00～17：00

10：30～14：00
（1時間を予定）

9：30～11：00

19：00～20：30

14：00～16：00

10：00～12：00
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中部地域

※掲載されている日程、内容は平成 26年 12 月現在のものです。天候等の事情により変更になる場合があります。詳しくは各主催にお問合せください。



西部地域

菊川市

磐田市

掛川市 袋井市

環境に関する資料等の展示

冬の星空観察会

クワガタムシ幼虫を探そう

キッズ環境学習会「知ってる？
自然が生み出すエネルギーのこと」

プロジェクト・ラーニング・ツリー
ファシリテーター養成講座

プロジェクトWET
エデュケーター養成講座

災害時にも役立つ
「日本の食」

環境総合22

大気❼

みどり24

エネルギー❷

環境総合24

環境総合23

食❾

1/15（木）～2/1（日）

1/24(土）

1/18（日）、2/15（日）

1/17（土）

2/8（日）

2/7（土）

1/30（金）

図書館利用者が館内に展示されている環境
関係の資料を見ることで環境に対する興味
を持ち、理解を深めてもらいます。

 会場 　小笠図書館、菊川文庫
 募集 　特になし
 費用 　無料
 締切 　特になし
 主催 　菊川市立図書館
 問合 　0537-73-1132（小笠図書館）
　　　  0537-36-2220（菊川文庫）

市民環境ネットふくろい自然環境部会では、
星空観察という身近な方法により大気環境調
査をするとともに、大気環境保全の重要性に
ついて考えてもらうことを目的としており、
当日は、肉眼による『冬の大3角形』・『オリオ
ン座』の観察、双眼鏡を用いた『すばる』の観
察、望遠鏡を用いた『木星』の観察を行います。

 会場 　中遠クリーンセンター（袋井市岡崎）
 募集 　20組
 費用 　無料
 締切 　1月1日～1月15日（抽選）
 主催 　市民環境ネットふくろい　自然環境部会
 問合 　0538-44-3135
 備考 　雨天・曇天の場合は中止する場合があります。

クワガタムシの育つ環境や採集方法の話を
聞いた後に、公園内の朽木を割ってコクワ
ガタムシの幼虫を探します。幼虫を２匹持
ち帰り、夏に成虫します。

 会場 　竜洋昆虫自然観察公園
 募集 　20名
 費用 　700円
 締切 　1ヶ月前から電話申込先着順
 主催 　竜洋昆虫自然観察公園
 問合 　0538-66-9900
 備考 　持ち物：軍手

身近にある資源を利用して電気を作ること
ができることを学ぶとともに、地球にやさ
しい生活について考えます。

 会場 　環境資源ギャラリー
 募集 　50名
 費用 　無料
 締切 　12月1日～1月9日まで先着順
 主催 　NPO法人おひさまとまちづくり
 問合 　0537-21-1388

森林に関わる環境指導員養成講座

 会場 　エコパ（予定）
 募集 　8～20名
 費用 　8,000円
 締切 　1月24日先着順
 主催 　PWしずおかネットワーク
 問合 　090-8471-7742
 備考 　18歳以上で環境教育に興味のある方
　　　  が対象。参加者が８名に満たない場合

は開催を中止します。

水に関わる環境指導員養成講座

 会場 　エコパ（予定）
 募集 　8～20名
 費用 　8,000円
 締切 　1月24日先着順
 主催 　PWしずおかネットワーク
 問合 　090-8471-7742
 備考 　18歳以上で環境教育に興味のある方
　　　  が対象。参加者が8名に満たない場合
　　　  は開催を中止します。

日本人の知恵が詰まった乾物、保存食を用
いた料理、火・水・道具を最小限に抑えた調
理法を楽しく学んで、作り、味わうワーク
ショップ。環境と人に優しい食を取り入れ、
災害時にも慌てない暮らしに。

 会場 　菊川市青葉台コミュニティーセンター
 募集 　20名
 費用 　800円（予定）
 締切 　1月20日まで先着順
 主催 　自然料理同好会
 問合 　090-2575-6170
 備考 　持ち物：筆記用具、エプロン、ふきん

10：00～18：00

18：00～20：00

10：30～12：00

10：00～11：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：30～14：00
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西部地域

※掲載されている日程、内容は平成 26年 12 月現在のものです。天候等の事情により変更になる場合があります。詳しくは各主催にお問合せください。



浜松市中区

「考えよう！わたしたちのくらし」
はままつ消費者教育フェア

カブトムシ幼虫を探そう

野草観察会

いきいきけんこう教室

冬の昆虫観察会

佐鳴湖水質調査　冬
廃棄物❷

みどり25

みどり27

みどり28

みどり26

水❽

1/18（日）

1/25（日）、2/22（日）

1/22(木）、2/26（木）

2/20（金）

2/8（日）

2/14（土）

消費者教育・環境教育・国際理解教育等を
推進する関係者が活動内容を展示します。
また、ラジオの公開録音、アニメ漫才などを
楽しみながら消費生活と消費者市民社会に
ついて理解を深めます。

 会場 　アクトシティ　コングレスセンター4F
 募集 　ラジオ公開録音は200名
 費用 　無料
 締切 　1月6日（火）
 主催 　浜松市市民生活課くらしのセンター
 問合 　053-457-2635
 備考 　ラジオ公開録音の申込先、申込方法は
　　　  広報はままつ12月号をご覧ください。

カブトムシ幼虫の育て方やカブトムシのい
る環境の話を聞いた後に野外公園で幼虫を
探します。2匹を持ち帰り、成虫まで育てま
す。

 会場 　竜洋昆虫自然観察公園
 募集 　20名
 費用 　500円
 締切 　1ヶ月前から電話申込先着順
 主催 　竜洋昆虫自然観察公園
 問合 　0538-66-9900
 備考 　持ち物：軍手

公園内の野草を観察します。

 会場 　佐鳴湖公園
 募集 　特になし
 費用 　無料
 締切 　特になし
 主催 　（一財）浜松公園緑地協会
 問合 　053-476-0210

浜松市健康増進課　保健師による健康指
導、健康相談と自然豊かな園内の里山を散
策します。

 会場 　佐鳴湖公園
 募集 　30名
 費用 　300円（保険代含む）
 締切 　抽選
 主催 　（一財）浜松公園緑地協会
 問合 　053-476-0210

公園内で冬越ししている昆虫を探します。

 会場 　竜洋昆虫自然観察公園
 募集 　20名
 費用 　無料
 締切 　1ヶ月前から電話申込先着順
 主催 　竜洋昆虫自然観察公園
 問合 　0538-66-9900

CODや透明度等の水質項目と併せて、湖に
生息する生物や水のにおい、ゴミの量など
について市民のみなさんと一緒に測定し、
佐鳴湖の水環境への理解を深めてもらいま
す。

 会場 　佐鳴湖西岸漕艇場
 募集 　100名程度
 費用 　無料
 締切 　2月6日（金）
 主催 　清流ルネッサンスⅡ佐鳴湖地域協議会
 問合 　053-458-7266

10：00～17：30

11：00～12：00

9：30～11：30

9：30～12：00

11：00～12：00

9：00～12：00
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西部地域

※掲載されている日程、内容は平成 26年 12 月現在のものです。天候等の事情により変更になる場合があります。詳しくは各主催にお問合せください。



浜松市東区

浜松市北区

浜松市西区

店舗後方施設見学会＆
食材の知識を高めよう！

ガーデンパークで
初日の出を見よう！

食10 環境総合25

毎週土曜 1/1（木・祝）

お客さまが安心して商品を購入して頂ける
ように、当社の品質管理・衛生管理・製造工
程をご覧頂く見学会を実施しています。ま
た、食育講座では、子供対象…食材の栄養の
大切さについての話、大人対象…食材の正
しい選び方や調理・保存の仕方等の内容を
お話をします。

 会場 　マックスバリュ浜松和田店
 募集 　特になし
 費用 　無料
 締切 　参加日の前週日曜まで先着順
 主催 　マックスバリュ東海㈱
 問合 　053-465-1920

浜名湖ガーデンパーク内、展望塔より初日
の出をご覧いただきます。参加された方に
は、「ミニ福袋」を進呈し、一年の初めをお
祝いしたいと思います。また、園内ではお正
月あそびコーナーなど設置いたします。

 会場 　浜名湖ガーデンパーク
 募集 　50名
 費用 　無料
 締切 　先着順
 主催 　浜名湖ガーデンパーク
 問合 　053-488-1500

10：30～14：00
（1時間を予定） 6：45～

不用品リユース市
「もったいない食器市」

廃棄物❸

1/11（日）、2/8（日）

家庭内で不用となった食器（皿、丼、茶碗、
小鉢、マグカップ、土瓶、急須、酒器、グラス、
金属等）を譲り合う市を開催します。受付に
て計量を行います。対象外商品や汚れシー
ル等が貼ってある商品は、不可。

 会場 　浜松市西部清掃工場「えこはま」
 募集 　特になし
 費用 　参加無料、持ち帰りは100円以上の募金
 締切 　当日のみ
 主催 　浜松市西部清掃工場「えこはま」
 問合 　053-440-0150
 備考 　「ごみゼロ」を目指し、マイバッグ持参や持

込の箱や包み紙等は、お持ち帰りをお願い
します。大量の持込は、ご遠慮ください。

9：30～12：00

森のなかで
みどり29

1/10、11、18、24
2/7、8、22、28

里山で様々な体験活動を行います。森林を
活かした活動を通して自然と触れ合い、五
感を磨き、みどりや生き物にも興味を持ち、
暮らしや環境への理解を深める楽しい活動
をします。

 会場 　BS15DASH村（浜松市北区引佐町）
 募集 　15名
 費用 　1,000円
 締切 　各開催日1週間前まで先着順
 主催 　ボーイスカウト浜松15団
 問合 　080-5120-8453
 備考 　HP http://hamamatsu15bs.jimdo.com/

10：00～14：00

「リメイク倶楽部」
参加者作品展

廃棄物❹

2/10（火）～2/28（土）
月曜休館

不用になった服のリメイクは、思い出いっ
ぱいの服に新しい命を吹き込む方法になり
ます。エコ講座参加者の知恵や工夫の作品
を多くの市民に見ていただき捨てるのは
「もったいない」精神の啓発を行います。

 会場 　浜松市西部清掃工場「えこはま」
 募集 　特になし
 費用 　無料
 締切 　特になし
 主催 　浜松市西部清掃工場「えこはま」
 問合 　053-440-0150
 備考 　同会場では、服飾品（ボタン）などの
　　　  リユースコーナーを設置します。

9：00～16：00

ガーデンパーク
『ミニミニアドベンチャー
 ～もうすぐ春だよ～』環境総合26

2/22（日）

浜名湖ガーデンパーク内、体験学習館を中
心に、公園内に出かけ、春の息吹を見つけて
歩きます。お昼は簡単クッキングで楽しい
食事も体験しよう！

 会場 　浜名湖ガーデンパーク
 募集 　40名（親子20組）
 費用 　1人500円
 締切 　先着順
 主催 　浜名湖ガーデンパーク
 問合 　053-488-1500

10：00～15：00

12

西部地域

※掲載されている日程、内容は平成 26年 12 月現在のものです。天候等の事情により変更になる場合があります。詳しくは各主催にお問合せください。



浜松市浜北区

大人の
バードウォッチング入門

シイタケ・ヒラタケ菌打
ち体験教室

初心者バードカービング
教室

第6回みどりの探検隊

親子で楽しむ
バードウォッチング入門

みどり32

みどり34

みどり33

みどり35

みどり31

1/25（日）、2/22（日）

2/8（日）

2/5～26の各木曜4回通し

2/28（土）

1/18（日）、2/15（日）

野鳥の生態や観察マナーなど、専門家の解
説をまじえ園内を散策しながら野鳥を観察
する。

 会場 　県立森林公園
 募集 　15名
 費用 　無料
 締切 　1月25日は12月15日～
　　　  2月22日は1月17日～先着順
 主催 　県立森林公園
 問合 　053-583-0443
 備考 　対象：高校生以上
　　  　申込方法：電話又は窓口で

原木へのシイタケ種菌の打ち込みの体験
と、ほだ木の伏せ込やほだ場管理などキノ
コ栽培を学習する。

 会場 　県立森林公園バードピア浜北
 募集 　15名
 費用 　1,500円
 締切 　1月26日（月）までに必着　抽選
 主催 　県立森林公園
 問合 　053-583-0443
 備考 　対象：18歳以上
　　  　申込方法：往復はがきで

わが国山野で見られる野鳥を、天竜産ヒノ
キ材を使って作成する。

 会場 　県立森林公園木工体験館
 募集 　20名
 費用 　1,500円
 締切 　1月22日（木）までに必着　抽選
 主催 　県立森林公園
 問合 　053-583-0443
 備考 　対象：18歳以上
　　  　申込方法：往復はがきで

生き物や木々がどんなふうに春を待ち、春
支度をしているのか、ネイチャーゲームの
プログラムを通して見て・聞いて・感じま
しょう！楽しみながら自然体験をして、人
と自然のつながりを実感・共感する心を育
みます。

 会場 　浜松市浜北区北浜南部協働センター
 募集 　20名
 費用 　無料
 締切 　未定　抽選
 主催 　遠州ネイチャーゲームの会
 問合 　053-586-7670

野鳥の生活や見分け方などについて、分か
りやすく面白い話を聞きながら、園内を
ゆっくり散策する。

 会場 　県立森林公園
 募集 　15名
 費用 　無料
 締切 　1月18日は12月15日～
　　　  2月１５日は1月17日～先着順
 主催 　県立森林公園
 問合 　053-583-0443
 備考 　対象：小中学生と保護者
　　  　申込方法：電話又は窓口で

9：00～12：00

9：00～15：30

10：00～15：00

9：30～11：30

9：00～12：00

シラタマホシクサ種まき、
整備

みどり30

2/6（金）

絶滅危惧Ⅱ類に登録されているシラタマホ
シクサの種まきをしませんか。見ごろは9
月上旬から、カワイイ白い花が咲きます。

 会場 　細江町　銅鐸公園
 募集 　5,6名
 費用 　無料
 締切 　1月31日まで先着順
 主催 　NPO法人ラブ・ネイチャーズ
 問合 　053-542-0079

9：00～12：00

13

西部地域

※掲載されている日程、内容は平成 26年 12 月現在のものです。天候等の事情により変更になる場合があります。詳しくは各主催にお問合せください。




