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＜中央図書館１階企画展示：人間の喜々・野生生物の危機から考える！生きもののつながり＞ 

 
 
 
 

 

 

 

＜各図書館のイベント＞ 

身近な地域の図書館でも環境に関する展示や、おはなし会を実施します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

★ 
★ 

横浜市では、地域団体や事業者等との協働により環境行動の推進に取り組んでいます。６月

の環境月間には、身近な区役所や公園、動物園など様々なところで自然に親しめる体験や、環

境の今昔を感じられる写真展も開催されます。≪ほかにも別添にイベントが盛りだくさん≫ 

また、生物多様性などへの理解を深める「知ろう！伝えよう！生きもののつながりキャンペ

ーン 2018」も開催します。 

イベントにお越しいただき、環境にやさしいライフスタイルを実践するきっかけとしません

か？ 

知ろう！伝えよう！生きもののつながりキャンペーン 2018 

横浜市と環境分野において連携協定を締結している WWF ジャパ

ン（公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン）と連携し、生きもの

のつながりを考えるパネル展示を行います。 
あわせて、ワシントン条約により税関にて輸入差止めとなった野

生生物を原料とした装飾品、皮革製品等（経済産業省所有）や「生

物多様性の本箱～みんなが生きものとつながる 100冊～」（生物多様

性の理解に資する子ども向け図書）の展示も行います。  
 
▼ 日時 平成 30年５月 22日（火）～６月３日（日） 
▼ 場所 中央図書館１階展示コーナー 

象牙の置物 
（写真右） 
 

 

 

 

★ 

進めよう！ 
環境にやさしいライフスタイル！ 

 

５月 22 日は国際生物多様性の日！ 

６月は環境月間！ 

  

  

  

  

  

 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 平成 30 年５月 1 8 日 
環 境 創 造 局 政 策 課 
教 育 委 員 会 事 務 局 
中央図書館調査資料課 

○ パネル展示 

・５月 22日（火）～６月 17日（日）  山内図書館（青葉区） 
・７月６日（金）～31日（火）  金沢図書館 
・７月 24日（火）～8月 6日（月） 神奈川図書館 
・８月１日（水）～31日（金）  南図書館 
・８月２日（木）～９月３日（月） 緑図書館 
・８月８日（水）～19日（日）  戸塚図書館 
・８月 10日（金）～30日（木）  瀬谷図書館 
・８月 14日（火）～31日（金）  鶴見図書館 
・９月４日（火）～17日（月）  中図書館 
・９月４日（火）～26日（水） 旭図書館 
・12月 12日（水）～20日（木） 磯子図書館 
 

【裏面あり】 

 

 
ニシキヘビ革を使用した

ベルト（写真下） 

©トラフィック 

○ おはなし会 

・６月 20日（水）    金沢図書館 
・７月 18日（水）  中図書館   
・８月８日（水）  港南図書館 
・８月 15日（水）  戸塚図書館 
・８月 22日（水）  南図書館 
・９月９日（日）  旭図書館   
・10月３日（水）  泉図書館 
・11月 18日（日）  山内図書館（青葉区） 
・３月 27日（水）  保土ケ谷図書館 
・３月 27日（水）  緑図書館 
・３月 28日（木）  泉図書館 
 ※ ★は平成 31年の日程となります。 

©トラフィック 



 

 

 

＜第 25 回横浜環境活動賞受賞者活動紹介パネル展示＞ 

地域で様々な活動を行っている受賞者の活動内容について、パネル展示により紹介します。 

▼ 日時 平成 30年６月 15日（金）～６月 29日（金）午前８時 45分～午後５時 15分 
▼ 場所 横浜市役所本庁舎１階市民広間展示スペース  

 
 
 
 
【参 考】 
（１）生物多様性とは 
   生きものたちの豊かな個性とつながりのことを指します。地球上の生きものは 40億年という長い歴史

の中で、さまざまな環境に適応して進化し、3,000万種ともいわれる多様な生きものが生まれました。    
これらの生命は一つひとつに個性があり、全て直接に、間接的に支えあって生きています。 

 
（２）国際生物多様性の日とは 
   1992 年５月 22 日、ケニアのナイロビで生物多様性の重要性を啓発し、生物多様性の問題に対する理

解と意識の向上を目指して「生物多様性に関する条約」が採択され、2000年に、国連が５月 22日を「国

際生物多様性の日」として制定しました。 

この日を中心に全国各地でさまざまな啓発行事が計画されています。 

 

（３）環境月間とは 

６月５日は環境の日です。これは、1972年６月５日からストックホルムで開催された「国連人間環境

会議」を記念して定められたものです。国連では、日本の提案を受けて６月５日を「世界環境デー」と

定めており、日本では「環境基本法」（平成５年）が「環境の日」を定めています。 

日本では、環境庁（当時）の主唱により、平成３年度から６月の１か月間を「環境月間」としていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

キャンペーン、イベント全般について 

環境創造局政策課環境プロモーション担当課長 小野寺 紀子 Tel 045-671-3830 

おはなし会について 

教育委員会事務局中央図書館調査資料課長 池谷 充隆 Tel 045-262-7343 

 



平成30年5月18日

日時 イベント名 場所 内容 申込方法 定員・対象 URL 問合せ先

5月22日（火）
～6月3日（日）

企画展示「人間の喜々・野
生生物の危機から考える！
生きもののつながり」

横浜市中央図書館
１階展示コーナー

生物多様性や環境に関するパネルや図書を展示
します。

不要 ― ―

環境創造局政策課、
教育委員会事務局中央
図書館調査資料課
TEL：045-671-2478
FAX：045-641-3490

5月30日（水）
～7月31日（火）

鶴見クリーンキャンペーン
鶴見区内の任意の
公道等

鶴見区内の自治会町内会、企業、学校、各種団体
等にごみ袋・軍手等を配布し、自主的な清掃活動
の契機としていただくものです。

事前に郵送またはFAXで
申込書を送付してください

― ―
鶴見区役所地域振興課
TEL：045-510-1689
ＦＡＸ：045-510-1892

6月1日（金）
～12月31日（月）

水源通行手形事業
相模湖・津久井湖・
宮ヶ瀬湖・丹沢湖・
道志川周辺

水源地のPR及び水道利用者と水源地域の方々の
交流を促進するために、様々なサービスが受けら
れる「水源通行手形」を配布します。

不要 7,000名（見込み）

http://www.city.yo
kohama.lg.jp/suido
u/event/event-
josui20180601.htm
l

水道局浄水課
TEL：045-633-0178
FAX：045-663-8820

6月1日（金）

ホタルのこと、知ってみよ
う！探してみよう！～今年
はどれくらい見つけられるか
な？～

上郷地区センター
館の周辺に生息するホタルの生態を親子で学び、
観察します。

5/11（金）から電話または
受付にて。先着順

未就学児～小学生と
保護者15組

http://www.sakae
kunosisetu.com/ka
migo/

上郷地区センター
TEL：045-892-8000

6月2日（土）、
6月3日（日）

ワールドオッターデーワーク
ショップ

よこはま動物園
ズーラシア

世界カワウソの日にちなんで、ユーラシアカワウソ
の野生での生息環境や生態を学びながら、私たち
がカワウソのためにできることは何なのかを学ぶこ
とができるワークショップを開催します。

当日先着申込み制 20名（小学生以上） ―

よこはま動物園ズーラシ
ア
TEL：045-959-1000
FAX：045-959-1450

6月2日（土）～6月
10日（日）の水、
土、日

舞岡ふるさと村
梅のもぎ取り

舞岡ふるさと村
（戸塚区舞岡町）

・入園料　3歳以上一律　200円
・梅１キロあたり500円

受入農家に事前予約
（電話又はＥメールで。先
着順）

―

http://www.maiok
a-
nijinoie.jp/event.ht
ml

舞岡ふるさと村
かねこふぁ～む
TEL：045-823-1222
Eﾒｰﾙ：info@kaneko-
farm.co.jp

6月2日(土)
イオン環境啓発キャンペー
ン
（仮称）

【市内イオン７店舗】
東神奈川店、駒岡
店、横浜新吉田店、
本牧店、金沢八景
店、天王町店、東戸
塚店

横浜市とイオン株式会社は、「包括連携協定」に基
づき、６月の環境月間に合わせて食品ロス削減の
ＰＲを中心としたキャンペーンを市内７店舗で同日
開催します。

、 ―
資源循環局３Ｒ推進課
ＴＥＬ：045-671-3593
ＦＡＸ：045-671-5834

6月2日(土)
緑のカーテンをご自宅に～
セイヨウアサガオ無料配布
イベント

菅田町赤坂公園
緑のカーテンをご自宅で手軽に楽しんでいただけ
るように、セイヨウアサガオの苗を30鉢程度無料配
布します。

不要、先着順
配布予定数に達し次

第終了

http://sugetaakas
akapark.blogspot.jp
/

株式会社　春峰園
指定管理担当
TEL：045-783-8009
FAX：045-783-8019

6月2日（土）
花と野草の寄せ植え・苔玉
～来年もお花を咲かせま
しょう～

上郷地区センター
苔玉に野草を加えて、室内に飾れる小さな憩いの
園芸作品を作ります。

5/11（金）から電話または
受付にて。先着順

先着10名
http://www.sakae
kunosisetu.com/ka
migo/

上郷地区センター
TEL：045-892-8000

6月2日（土）
プロが伝授！
植物の撮影方法
親子撮影会

環境活動支援セン
ター（児童遊園地）

自然の中で実際に写真撮影を行います。
デジタルカメラを使っての花や生きものの写真の撮
り方を学びます。

5/20（日）までにEメール、
FAXまたは申込フォーム
による事前申込。申込多
数の場合は抽選

横浜市内の小学校３
年生から５年生とその

保護者

http://www.city.yo
kohama.lg.jp/kanky
o/nousan/shience
nter/

環境活動支援センター
TEL：045-711-0635
FAX：045-721-6356

6月3日(日）
10時～12時

寺家ふるさと村ガイドツアー
寺家ふるさと村四
季の家

ウェルカムセンター講師による植物（草、木、花）を
中心とした村内ガイドを実施し、見どころなどを解
説します。

不要、当日先着順 定員　25名
http://jikehurusat
omura.in.coocan.jp
/

寺家ふるさと村四季の家
TEL：045-962-7414
FAX：045-962-6321

6月4日（月）
（予備日：6月6日）
10時～12時

花植えイベント（花育） 長浜公園 近隣中学校と協働した花壇作りを実施します。 不要
横浜市立並木中学校

（70人）
―

長浜公園
TEL：045-782-8004
FAX：045-782-8004

6月5日（火）
～7月1日（日）

環境月間パネル展
「ぜつめつきぐしゅ」って
何？？

野毛山動物園
絶滅危惧種について紹介するパネル展。動物園の
種の保全についての役割などを紹介します。

― ― ―
野毛山動物園
TEL：045-231-1307
FAX：045-231-3842

6月6日（水）
～9月3日（月）

海の生き物SOS展
よこはま動物園
ズーラシア

プラスチックや釣り針等のゴミによって海の生き物
がどんな影響をうけているかの解説と、海の生き
物を守るために何ができるのかを学ぶことができ
る企画展。

― ― ―

よこはま動物園ズーラシ
ア
TEL：045-959-1000
FAX：045-959-1450

6月7日（木）
（予備日：6月8日）
9時30分～11時

ヤゴ救出大作戦＆トンボ観
察会（自然観察会）

長浜公園
近隣小学校のプールの水抜き前にヤゴを救い出
し、園内のトンボ池へ放流。その後、トンボの観察
を実施します。

不要
横浜市立並木中央小

学校（60人）
―

長浜公園
TEL：045-782-8004
FAX：045-782-8004

6月9日（土）、
6月10日（日）

五郎兵衛稲作教室
田おこし、田植え

横溝屋敷前田んぼ
江戸時代後期に建てられた茅葺屋根の古民家の
建つみその公園「横溝屋敷」の田んぼで米作りを
体験します。

電話かFAX、Eメールにて
受付

横浜市在住の小学生
と保護者、中学生

http://qq2h4dy9n.
wixsite.com/yoko
mizoyashiki/about
1

横溝屋敷
TEL：045-574-1987
FAX：045-574-2087

6月9日（土）
10時～11時半頃

鶴見川クリーンキャンペーン
鶴見川芦穂橋及び
鶴見川橋の周辺

鶴見川の魅力を活かしたまちづくりのため、地域の
皆様と協働して鶴見川の桜並木周辺の除草・清掃
活動を行います。

当日直接参加可能 ― ―
鶴見区役所地域振興課
TEL：045-510-1689
ＦＡＸ：045-510-1892

6月9日(土) 親子風力発電所見学会

横浜市社会福祉セ
ンター、ハマウィン
グ、三菱みなとみら
い技術館

親子で風力発電について講義を受けた後、風力発
電所の見学を行います。解散後、三菱みなとみら
い技術館の自由見学もあります。

往復はがきによる申込。
詳しくは右記URL見学会
チラシをご参照ください。
（締切：5/25(金)必着）

〈定員〉抽選100名
〈対象〉小学生・中学
生と保護者

http://www.city.yo
kohama.lg.jp/kanky
o/ondan/furyoku/
visit/20180609win
devent.pdf

環境創造局環境エネル
ギー課
TEL：045-671-2681
FAX：045-641-3490

6月10日（日）、
6月24日（日）

みなとみらい農家朝市 高島中央公園
市内の農家が新鮮な横浜野菜や加工品、卵など
を直接販売します。

― ―

http://www.city.yo
kohama.lg.jp/kanky
o/nousan/tisantis
yo/kau/nouka-
asaichi.html

環境創造局農業振興課
TEL：045-671-2639
FAX：045-664-4425

6月10日（日）、
7月22日（日）

野草と美術の出会い
「ハーブ王子の鉢づくりと寄
せ植え」

環境活動支援セン
ター、
横浜美術館

公園で散策をし、初夏の新緑やハーブを楽しみ、
オリジナル日干し鉢を製作します。また、横浜美術
館で「モネ　それからの100年」展の作品を鑑賞し、
モネに関連したハーブを寄せ植えします。

往復はがきまたはウェブ
サイトの申込フォームから
（締切：5/21（月））
申込多数の場合は抽選

〈定員〉15名
〈対象〉12歳以上

http://yokohama.a
rt.museum

横浜美術館市民のアトリ
エ
TEL：045-221-0366
FAX：045-221-0317

6月11日（月）
～6月22日（金）

写真展「写真で見る 横浜の
環境 いま・むかし」

横浜市役所１階　市
民広間

空・海・川など、横浜が抱えた公害の様子や、それ
を克服した今を知ることができる写真の展示を行
います。

― ―

http://www.city.yo
kohama.lg.jp/kanky
o/mamoru/hozenr
ekishi/syasin.html

環境創造局環境管理課
TEL：045-671-2487
FAX：045-681-2790

①6月11日（月）
②6月18日（月）
③6月24日（日）
④6月25日（月）

九都県市エコドライブ講習
会

①尾久自動車学校
②セイコーモーター
スクール
③千葉県自動車練
習所
④KANTOモーター
スクール横浜西口
校

座学及び実車講習により環境にやさしいエコドライ
ブを学ぶ講習会を開催します。

右記ＵＲＬから講習会のチ
ラシ及び申込書を入手し
てください。申込書に記入
し、ＦＡＸで申込み。電話
又はEメールでも申込み可
（電話又はEメールで申込
みの場合は、「九都県市
のチラシ」を見たとお伝え
ください）

〈定員〉各会場とも21
名
〈対象〉次の①又は②
にあてはまる方で、普
通自動車の運転免許
を所有し、運転歴１年
以上の方（失効・免停
中ではないこと）①埼
玉県・千葉県・東京
都・神奈川県のいずれ
かに在住、在学又は
在勤の方②JAF会員
の方

http://www.city.yo
kohama.lg.jp/kanky
o/kisha/h30/1804
13-3.html

環境創造局環境エネル
ギー課
TEL：045-671-2681
FAX：045-641-3490

平成30年度環境月間（６月）中イベント一覧
別 紙



日時 イベント名 場所 内容 申込方法 定員・対象 URL 問合せ先

6月11日（月）
13時半～14時頃

土壌混合法講習会
鶴見区役所１階区
民ホール

微生物の力で生ごみを土に変える方法を実演しま
す。

不要 ― ―
鶴見区役所地域振興課
TEL：045-510-1689
ＦＡＸ：045-510-1892

6月13日（水）
楽しくお家でエコ！実践講
座

旭区役所１階情報
発信コーナー

使わなくなった傘の布を使ってエコバッグを作りま
す。

不要 ― ―
旭区役所区政推進課
TEL：045-954-6026
ＦＡＸ：045-951-3401

6月14日（木）
生ごみ減量！
まちかどヨコハマ３Ｒ夢教室

青葉台東急スクエ
ア

「手つかず食品」などの「食品ロス」を出さない、生
ごみの「水切り」でごみの減量など、イベントを通じ
て楽しく、わかりやすくＰＲします。

不要 ― 今後公開予定
青葉区役所地域振興課
ＴＥＬ：045-978-2299
ＦＡＸ：045-978-2413

6月14日（木）
第25回横浜環境活動賞表
彰式

市長公舎

地域で様々な環境活動を積極的に行っている団
体、企業及び児童・生徒・学生の皆様を表彰しま
す。
(ヨコハマ温暖化対策賞表彰式と合同で開催しま
す。）

受賞者及びその関係者の
み入場可能です。

―

http://www.city.yo
kohama.lg.jp/kanky
o/kyoudou/katsud
osyou/

環境創造局政策課
TEL：045-671-2484
FAX：045-641-3490

6月14日（木）
ヨコハマ温暖化対策賞表彰
式

市長公舎
横浜市地球温暖化対策計画書制度においてCO2
削減に顕著な実績をあげた事業者を表彰します。
（横浜環境活動賞表彰式と合同で開催します。）

受賞者及びその関係者の
み入場可能です。

― ―
環境創造局環境管理課
TEL：045-671-4103
FAX：045-681-2790

6月15日（金）
～6月29日（金）

横浜環境活動賞受賞者
活動内容紹介パネル展示

横浜市役所１階　市
民広間

第25回横浜環境活動賞受賞者の活動内容をパネ
ル展示で紹介します。

― ―

http://www.city.yo
kohama.lg.jp/kanky
o/kyoudou/katsud
osyou/

環境創造局政策課
TEL：045-671-2484
FAX：045-641-3490

6月15日(金) あゆの放流式
中部水再生セン
ター

下水道の役割と水環境を守ることの大切さをPRし
ます。

5/21（月）～6/14（木）の
期間に電話・FAXで受付

中区民 ―

環境創造局
中部水再生センター
TEL：045-621-4114
FAX：045-624-3428

6月16日（土）、
6月17日（日）

舞岡ふるさと村
じゃがいも掘り（個人）

舞岡ふるさと村
（戸塚区舞岡町）

・入園料　大人200円、子ども100円（3歳以上小学
生以下）
・5株700円（5株単位）
・4名様以上の場合、10株以上でお申込みくださ
い。

事前予約制
（電話で先着順）

―

http://www.maiok
a-
nijinoie.jp/event.ht
ml

舞岡ふるさと村
総合案内所　虹の家
TEL：045-826-0700
FAX：045-826-0749

6月16日（土）、
6月17日（日）

舞岡ふるさと村
じゃがいもまつり

舞岡ふるさと村
（地下鉄舞岡駅前
直売所広場）(戸塚
区）

・新鮮野菜、手作り漬物、ハム・ソーセージ、肉製
品、惣菜、花苗等の直売。
・まつりの日のみの特別販売あり。*販売品は有料
[舞岡虹の家]で検索

不要
（当日直接会場へ）

売切れ次第終了

http://www.maiok
a-
nijinoie.jp/event.ht
ml

舞岡ふるさと村
総合案内所　虹の家
TEL：045-826-0700
FAX：045-826-0749

6月16日（土）
３Ｒマーケット＆リユース家
具市

磯子区役所屋外駐
車場

不用品のリユースを行うフリーマーケットおよび粗
大ごみとして出された家具の抽選会を行います。

３Rマーケット出店につい
ては、広報よこはま磯子
区版５月号に掲載

３Rマーケット出店につ
いては、磯子区に在
住・在勤・在学の方

―
磯子区役所地域振興課
TEL：045-750-2397
FAX：045-750-2534

6月16日（土） 園芸ボランテイア活動
常盤台コミュニティ
ハウス２階中庭

月１回、第３月曜日に定期開催している園芸活動
です。
常盤台地域ケアプラザ・常盤台コミュニティハウス
共催事業として、施設内の花の手入れ・花壇作り
等の活動をしています。

電話で受付
20名程度

未経験者大歓迎
http://tokiwadai-
ch.roukyou.gr.jp/

横浜市常盤台
コミュニティハウス
TEL：045-348-8277
FAX：045-348-8288

6月16日（土）

新横浜公園 四季折々のい
きもの観察会「水辺の生きも
の観察＆水路のお世話を
体験しよう！」

新横浜公園内
多目的遊水地である新横浜公園の水辺に生息す
るいきものを講師の解説付きで観察します。

5/23（水）～6/9（土）の期
間にホームページより申
込

30名

http://www.nissan
-
stadium.jp/shinyok
o-
park/kansatukai/i
ndex.php

新横浜公園（日産スタジ
アム）事業課
TEL：045-477-5000
（火曜休場）

6月17日（日）、
6月24日（日）、
7月8日（日）

森づくりボランティア入門講
座

にいはる里山公
園、
新治市民の森

森づくり活動に興味がある方を対象に、市民の森
等の樹林地の見学や作業実習、実際に現場で活
躍している方との交流会等を行います。

5/11（金）から受付開始。
Eメールまたは申込フォー
ムによる事前申込・先着
順

18歳以上の市内在
住・在勤の方30名

http://www.city.yo
kohama.lg.jp/kanky
o/kyoudou/morivo
lunteer/h30mori-
kenshu.html

環境活動支援センター
TEL：045-711-0635
FAX：045-721-6356

6月17日（日）
9時30分～14時

森を守るボランティア体験 横浜自然観察の森
～夏鳥の歌を聞こう～
友の会のプロジェクト「鳥のくらし発見隊」の活動を
体験します。

前日までにEメールかＦＡ
Ｘで

〈定員〉なし
〈対象〉小学生以上

http://park15.wak
wak.com/~yokoha
ma/event/event.h
tml

 (公財)日本野鳥の会
TEL：045-894-7474
ＦＡＸ：045-894-8892

6月18日（月）
～6月22日（金）

環境パネル展
戸塚区総合庁舎３
階

地球温暖化など環境に関する内容をパネル展示
等で紹介するとともに、地域団体（とつかエココー
ディネーター協議会）による省エネ相談会を実施し
ます。

不要 ― ―
戸塚区役所区政推進課
TEL：045-866-8327
FAX：045-862-3054

6月20日（水）、
6月21日（木）

泉区３Ｒ夢キャンペーン
泉区役所１階
区民ホール

ごみ分別、ごみの削減、脱温暖化を目指し、生活
に身近な３Ｒ行動（リデュース・リユース・リサイク
ル）を紹介します。

不要 ― ―
泉区役所地域振興課
ＴＥＬ：045-800-2398
ＦＡＸ：045-800-2507

6月20日（水）
ミニ・キエーロモニター事業
講習会

戸塚区役所
プランターを活用した小型生ごみ処理器「ミニ・キ
エーロ」のモニター説明会を開催します。

ＦＡＸかEメール 先着30名
http://www.city.yo
kohama.lg.jp/totsu
ka/g30/

戸塚区役所地域振興課
TEL：045-866-8411
FAX：045-864-1933

6月20日(水)
第42回環境研究合同発表
会

横浜市技能文化会
館　多目的ホール

神奈川県、横浜市、川崎市の各研究機関が実施し
た大気、生物等各分野の研究成果を発表します。

ホームページ参照（当日
受付も可）

250名

http://www.city.yo
kohama.lg.jp/kanky
o/mamoru/kenkyu
/data/eco/

環境創造局
環境科学研究所
TEL：045-453-2550
FAX：045-453-2560

6月20日（水）
戸塚４Ｈクラブの横浜市内
産野菜直売

かながわ労働プラ
ザ１階ロビー（中区
寿町）

・市内の若手農家グループによる地産地消活動の
一環
・「戸塚４Ｈクラブ」は６０年以上の歴史を持ち、若手
農家に代々引き継がれています。

　　　　　　　　不要
（11時～13時、当日直接
会場へ）

売切れ次第終了

https://ja-
jp.facebook.com/
戸塚4Ｈ-
660696363948583
/

―

6月24日（日）
10時～12時

６月の　ひみつはっけん隊！
環境活動支援セン
ター　交流スペース

森にふしぎな葉っぱを探しに行こう！顕微鏡で葉っ
ぱのひみつも見てみよう。

不要
〈定員〉なし

〈対象〉小学生以上

環境活動支援センター
交流スペース
TEL：045-713-6350(土日
祝日のみ)
ＦＡＸ：045-721-6356

6月25日（月） YSCPフォーラム 情報文化センター

横浜スマートビジネス協議会（YSBA）で取り組んで
きた様々な事業の成果報告に加えて、横浜市の目
指す環境未来都市をテーマに情報発信するととも
に、本市のエネルギー政策を紹介します。

インターネットまたはEメー
ル・FAX

200名
www.city.yokoham
a.lg.jp/ondan/yscp
/forum2018.html

温暖化対策統括本部
プロジェクト推進課
TEL：045-671-4155
FAX：045-663-5110

6月30日（土）
9時～11時（予定）
雨天中止

トンボとり大作戦2018 ① 長浜公園
園内のトンボ池にてトンボを捕獲後、羽に番号を書
いて解放。どこまで飛ぶか調査します。（6月～10
月まで計5回実施予定）

不要
（直接集合場所にて受付）

小中学生と親
小学3年生以下の方

は保護者同伴

http://tomboforu
m.com

トンボはドコまで飛ぶか
フォーラム
TEL：045-534-7587

6月
毎週土・日曜日

6月環境月間イベント
ズーレンジャーカードラリー

金沢動物園
毎週土日に世界の野生動物の現状を楽しく学ぶ
カードラリーを実施。ガイドに参加された方にオリジ
ナルカードをプレゼントします。

不要 ―

5月下旬に記者発
表予定（発表後動
物園URL「リリー
ス」に掲載）

金沢動物園
TEL：045-783-9400
FAX：045-782-9972

6月上旬～下旬
（月・火を除く）

舞岡ふるさと村
じゃがいも掘り（団体）

舞岡ふるさと村
（戸塚区舞岡町）

・入園料　大人200円、子ども100円（3歳以上小学
生以下）
・「団体」とは、30株以上を希望される方々です。
・5株700円（5株単位）

事前予約制
（電話で先着順）

―

http://www.maiok
a-
nijinoie.jp/event.ht
ml

舞岡ふるさと村
総合案内所　虹の家
TEL：045-826-0700
FAX：045-826-0749


