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５月22日は、生物多様性の問題に対する理解と意識の向上を目指し、国連が「国際生物多様性の日」

と制定しています。そこで、環境保全に取り組む事業者等と連携し、「知ろう！伝えよう！生きものの

つながりキャンペーン」を実施します。 

また、６月の環境月間には、区役所や身近な公園など様々な場所で、自然に親しめる体験講座や見学

会が開催されます。 ※別添、環境月間イベント一覧参照 

 

 
 
『環境を守るためにあなたにできること ～エコラベルから考える生きもののつながり～』 

▼日時：2019年５月21日（火）～６月２日（日） 

▼場所：横浜市立中央図書館 １階・４階展示コーナー 

 

横浜市と環境分野において連携協定を締結している、公益財団法人 ＷＷＦ (世界自

然保護基金)ジャパンと連携し、パネル展示を行います。 

今回は、森や海の自然を守るため環境に配慮して生産されことが認証されたエコラ

ベルのついた商品を選ぶことが、日常的に取り組める生物多様性保全の環境行動につな

がることを伝えます。また、エコラベルを身近に感じていただけるよう、企業の取組も紹介します。 

あわせて、1階では「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）の閲覧もできます。  

 

 

 

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。 

●パネル展示   ●おはなし会  

6/7（金）～ 6/30（日） 金沢図書館  6/19（水） 金沢図書館 

6/18（火）～ 7/15（月） 山内図書館(青葉区)  7/25（木） 南図書館 

7/1（月）～ 7/31（水） 栄図書館  7/30（火） ※予定 港南図書館 

7/5（金）～ 7/31（水） 港北図書館  7/31（水） 港北図書館 

7/19（金）～ 8/12（月） 神奈川図書館  8/6（火） 神奈川図書館 

7/24（水）～ 8/12（月） 港南図書館  8/14（水） 鶴見図書館 

7/31（水）～ 9/1（日） 瀬谷図書館  8/21（水） 戸塚図書館 

8/1（木）～ 8/31（土） 鶴見図書館  9/4（水） 中図書館 

8/1（木）～ 9/1（日） 緑図書館  9/15（日） 旭図書館 

8/14（水）～ 8/28（水） 戸塚図書館  10/2（水） 泉図書館 

9/3（火）～ 9/16（月） 中図書館  11/10（日） 山内図書館(青葉区) 

9/18（水）～ 10/14（月） 旭図書館  3/25（水）* 
緑図書館 
保土ケ谷図書館 

12/4（水）～ 12/11（水） 磯子図書館  3/26（木）* 泉図書館 

 

【裏面あり】 

 

知ろう！伝えよう！ 
⽣きもののつながりキャンペーン 2019 

５/22 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 令 和 元 年 ５ 月 1 6 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 

*は令和２年の日程 

エコラベルがついたパンフレット 

横浜市⽴中央図書館 企画展⽰ 

地域図書館のイベント 



 

 

 

 

横浜環境活動賞は、地域で積極的に環境活動を行っている方々を表彰する制度です。 

３月に決定した第26回横浜環境活動賞を受賞した団体等が実施している、地域での様々な活動内容をパネ

ル展示によりご紹介します。 

▼日時：2019年６月17日（月）～６月28日（金） ８:45～17:15 

▼場所：市庁舎１階 市民広間展示スペース 

  

横浜環境活動賞 受賞者一覧                            （敬称略） 

市民の部   

特定非営利活動法人 森ノオト ハマの海を想う会 保土ケ谷区民会議（環境分科会） 

横浜自然観察の森友の会 リバーサイドガーデン・フラワーズ 

企業の部   

株式会社太陽住建 アマンダリーナ合同会社 東芝環境ソリューション株式会社 

横浜緑地株式会社   

児童・生徒・学生の部   

横浜市立幸ケ谷小学校 横浜市立本郷小学校 横浜市立南本宿小学校 

生物多様性特別賞   

横浜自然観察の森友の会   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

第 26 回横浜環境活動賞受賞者 活動紹介パネル展⽰ 



【別紙】

令和元年5月16日

日時 イベント名 場所 内容 申込方法 定員・対象 URL
担当課（団体）・問合せ先（TEL、

FAX）

1
①4月4日(木)
②6月6日(木)
③10月3日(木)

ガーデニング講習会
「さつき盆栽作り」

横浜市こども植物
園

全３回の連続講座でさつき盆栽の栽培、管理方法と
仕立て方を学び、実習します。

ハガキ、FAX、メール、ホーム
ページから事前申込
（締切:3月21日(木)）

成人　2０名
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodom
o/

横浜市こども植物園
TEL:045-741-1015
FAX:045-742-7604

2
4月28日(日)～6
月30日(日)

こども植物園クイズラリー
【春】

横浜市こども植物
園

植物園内に設置したクイズパネルのうち7カ所のク
イズの答えます。

緑の相談所で回答用紙を配
布

中学生以下　500名
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodom
o/

横浜市こども植物園
TEL:045-741-1015
FAX:045-742-7604

3
5月18日（土）
～6月9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
・作物代　１キロ当たり　　500円

受け入れ農家に事前予約
（電話またはEメール。先着
順）

―
http://www.maioka-
nijinoie.jp/event.html

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

4
5月21日（火）
～6月2日（日）

展示「環境を守るためにあ
なたにできること～エコラベ
ル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 ― ―
教育委員会事務局調査資料課
TEL：045-262-7336
FAX：045-262-0054

5
5月25日(土)
～6月2日(日)

ヤマアジサイ展
横浜市こども植物
園

中嶋克己氏ご協力のもと、各種ヤマアジサイを鉢物
展示します。

不要 ―
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodom
o/

横浜市こども植物園
TEL:045-741-1015
FAX:045-742-7604

6
5月30日（木）
～7月31日（水）

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。

申込書を記入の上、事前に
郵送またはFAXで申込書の
送付をお願いします。

― ―

鶴見区役所
資源化推進担当
TEL：045-510-1689
ＦＡＸ：045-510-1892

7
5月下旬～6月下
旬

柴シーサイド恵みの里 じゃ
がいも掘り
(芋がなくなり次第終了)

柴シーサイド恵み
の里(柴シーサイド
ファーム付近)

じゃがいも掘り　１口５株８００円(芋がなくなり次第
終了)　　※団体は要予約(５口25株以上)

受付時間９時～１４：３０(芋が
なくなり次第終了)
ＪＡ横浜柴農園管理事務所
(柴町464)
☎785-6844休園日月曜日
(休日の場合は翌日)

― ―

ＪＡ横浜柴農園管理事務所
(柴町464)
TEL：045-785-6844
FAX：045-788-8588
休園日：月曜(休日の場合は翌
日)

8
6月１日（土）
6月2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。

電話またはＦＡＸ．Ｅメールに
て

横浜市在住の小学生
と保護者、中学生

https://qq2h4dy9n.wixsite.
com/yokomizoyashiki

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

9 6月1日(土）
緑のカーテンをご自宅に～
セイヨウアサガオ苗無料配
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100鉢程度無料配
布いたします。

不要、先着順
配布予定数に達し次

第終了
https://www.sugeta-
akasaka.com/

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

10
6月1日（土）～
6月23日（日）
月・火休み

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、３歳以上小学生以下100円
・作物代　５株当たり700円　（30株以上､5株単位）
・50株以上の場合、予備日が必要

虹の家に事前予約
（電話で、先着順）

30株以上掘取りの
方

http://www.maioka-
nijinoie.jp/event.html

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

11 6月1日（土） 中区クリーンアップＤＡＹ！2019 関内エリア
大通り公園をスタートゴールにし、関内エリアで清掃
活動を実施します。

不要 ― ―
中区役所地域振興課
TEL 045-224-8140
FAX 045-224-8215

12
6月1日（土）
9時30分～12時

自然の香りを探そう！！
森の香りの「ミストスプレー」
づくり

横浜市環境活動支
援センター

公園を散策しながら自然の香りを堪能したあとに、
公園の樹木の葉を使って、森の爽やかな香りがす
るミストスプレーをお土産につくります。

申込フォーム、Ｅメールにて
受付
（令和元年5月13日（月）～27
日（月））

定員：15組
対象：小学生4～6年

生とその保護者

https://www.city.yokoham
a.lg.jp/kurashi/machizukuri
-
kankyo/nochi/center/shie
ncenter.html

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

13
6月1日（土）
～12月31日（火）

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 7,200名（見込み） ―
水道局浄水課
TEL：045-633-0178
FAX：045-663-8820

14 6月1日（土）
ホタルの観察会①
18:00～19:45

舞岡ふるさと村虹
の家

舞岡のホタルの観察とマナーを学びます
電話にて申込み　先着
5月12日～（9:00～）

20人
http://www.maioka-
nijinoie.jp/index.html

舞岡ふるさと村虹の家
TEL：045-826-0700

15 6月1日（土） 昆虫観察会
寺家ふるさと村四
季の家

寺家ふるさと村にはどんな昆虫がいるか、講師の先
生と一緒に初夏の里山を散策して、昆虫を見つけま
す。

開催月の前月1日９時（電話
は９時30分）から先着順で直
接窓口か電話で受け付け、
定員になり次第締め切りま
す。

小学生以上20名
http://jikehurusatomura.in.
coocan.jp/

寺家ふるさと村四季の家
TEL：045-962-7414

16 6月2日（土） 春の自然観察会 本牧市民公園
元町公園プールで救出したヤゴをトンボ池へ放流し
ます。また、田植え体験やザリガニ釣りを行います。

不要 ― ―
本牧市民公園管理事務所
TEL：045-623-8747

17

6月2日（日）
6月16日（日）
13時30分～15時
30分

「観察とスケッチで知る植物」
横浜市環境活動支
援センター
横浜美術館

１日目は環境活動支援センターで、季節の植物の
観察をしながら散策し、植物を描きます。
２日目は横浜美術館で公園の植物をじっくり描きま
す。

往復はがきまたはウェブサイ
トの申込フォームから
（締め切り：5/30（木））
申込多数の場合は抽選

定員：15名

https://yokohama.art.muse
um/education/citizen/wor
kshop.html

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

18 6月3日(月)
ガーデニング講習会
「人気の多肉植物でつくる
ハンギングタブロー」

横浜市こども植物
園

多肉植物の魅力と栽培を学び、実習でハンギングタ
ブロー専用の器に多肉植物を挿し木をして、壁掛け
タイプの作品を制作します。

ハガキ、FAX、メール、ホーム
ページから事前申込
（締切:5月20日(月)）

成人　20名
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodom
o/

横浜市こども植物園
TEL:045-741-1015
FAX:045-742-7604

19 6月5日（水） 旬の里山探訪～いろんな蝶を
にいはる里山交流
センター（新治里山
公園）

ゆったり新治の自然を楽しむ平日のお散歩です。身
近な蝶をじっくり見てみましょう。

電話・メール・窓口にて。定員
になり次第締め切ります。

20人
http://www.niiharu.jp/even
t/949

にいはる里山交流センター
045-931-4947

20 6月8日（土）
ホタルの観察会②
18:00～19:45
　　①と②は同じ内容

舞岡ふるさと村虹
の家

舞岡のホタルの観察とマナーを学びます
電話にて申込み　先着
5月12日～（9:00～）

20人
http://www.maioka-
nijinoie.jp/index.html

舞岡ふるさと村虹の家
TEL：045-826-0700

21 6月8日（日） 竹とんぼ工房
にいはる里山交流
センター（新治里山
公園）

こだわりの竹とんぼをつくります。子ども（100円）、
大人は竹材から削り出します（1回300円。1日では
仕上がりません）

電話・メール・窓口にて。定員
になり次第締め切ります。

大人8人
子ども15人

http://www.niiharu.jp/even
t/950

にいはる里山交流センター
TEL：045-931-4947

22 6月8日（土） 親子風力発電所見学会
ハマウィング、三菱
みなとみらい技術
館

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ございます。

Web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：5/22(水)）

〈定員〉抽選100名
〈対象〉小学生・中学

生と保護者

https://www.city.yokoham
a.lg.jp/kurashi/machizukuri
-
kankyo/ondanka/etc/ham
a_wing/furyoku.html

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

23
6月9日（日）
6月23日（日）

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

― ―

https://www.city.yokoham
a.lg.jp/kurashi/machizukuri
-
kankyo/nochi/kauaji/aozor
a/nouka-asaichi.html

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

24 6月9日(土)
こどもサイエンス講座：１ミリ
より小さい世界をのぞいて
みよう「葉っぱの作戦」

横浜市こども植物
園

顕微鏡をのぞいて植物の不思議を観察します。
窓口、ハガキ、FAX、ホーム
ページ

10組（小、中学生）
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodom
o

横浜市こども植物園
TEL:045-741-1015
FAX:045-742-7604

環境月間（６月）中イベント一覧
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日時 イベント名 場所 内容 申込方法 定員・対象 URL
担当課（団体）・問合せ先（TEL、

FAX）

25 6月9日(土)
絵本の読み聞かせと自然
遊び

横浜市こども植物
園

絵本を楽しむとともに、草花や自然に触れる遊びを
します。

当日自由参加
幼児と保護者／小学

生が対象
定員なし

http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodom
o/

横浜市こども植物園
TEL:045-741-1015
FAX:045-742-7604

26

①6月10日（月）
②6月17日（月）
③6月23日（日）
④6月24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
④日吉自動車学校

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-mailで
も申込み可（電話又はE-mail
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

https://www.city.yokoham
a.lg.jp/city-info/koho-
kocho/press/kankyo/2019
/0412ecodrivekosyukai.ht
ml

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

27
6月11日（火）
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。

申込不要 ― ―

鶴見区役所
資源化推進担当
TEL：045-510-1689
ＦＡＸ：045-510-1892

28 6月13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

29 6月14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。

5/20(月)～6/13(木)の期間に
電話・FAXで受付

中区民

https://www.city.yokoham
a.lg.jp/kurashi/machizukuri
-kankyo/kasen-
gesuido/gesuido/center/s
aisei_center/chubu/chubu
event.html

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

30 6月15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及び、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

31
6月15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
資源化推進担当
TEL：045-510-1689
ＦＡＸ：045-510-1892

32
6月15日（土）、
6月16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、３歳以上小学生以下100円
・作物代　５株当たり700円　（５株単位）
・４名以上のグループは10株以上で申込を

虹の家に事前予約
（電話で、先着順）

30株未満掘取りの
方

http://www.maioka-
nijinoie.jp/event.html

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

33
6月15日（土）、
6月16日（日）

舞岡ふるさと村
じゃがいもまつり

舞岡ふるさと村
（地下鉄舞岡駅近く
の直売所前広場）

・横浜産の新鮮野菜、手作り漬物、ハム・ソーセー
ジ、肉製品、総菜、花苗等の直売
・イベントのみの特別販売品もあります。
*販売品は有料

不要
当日直接会場へ

売切れ次第終了
http://www.maioka-
nijinoie.jp/event.html

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

34 6月16日（日） 園内ガイド
横浜市こども植物
園

見ごろの花など園内を案内します。 不要 ―
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodom
o/

横浜市こども植物園
TEL:045-741-1015
FAX:045-742-7604

35
6月17日（月）
～6日21日（金）

環境パネル展
戸塚区総合庁舎３
階区民広間

地球温暖化など環境に関する内容をパネル展示等
で紹介します。

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

36 6月18日(火)
フラワーアレンジメント教室
「アジサイの花束とラッピン
グ」

横浜市こども植物
園

園内のアジサイを使って花束を作ります。
ハガキ、FAX、メール、ホーム
ページから事前申込
（締切:6月4日(火)）

成人　15名
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodom
o/

横浜市こども植物園
TEL:045-741-1015
FAX:045-742-7604

37 6月19日(水)
第43回環境研究合同発表
会

横浜市開港記念会
館

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）

―

https://www.city.yokoham
a.lg.jp/kurashi/machizukuri
-
kankyo/kankyohozen/kans
oku/science/kenkyu.html

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

38
6月22日（土）
～8月25日（日）

横浜市子ども植物園40周年
記念展
～40年のあゆみと木原均博
士

横浜市こども植物園
こども植物園のあゆみと、植物園にゆかりのある木
原博士と植物のパネル展示を行います。

不要 ―

http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodom
o/

こども植物園
TEL：045-741-1015

39
6月23日（日）
6月30日（日）
7月7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月15日（水）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

定員：30名

https://www.city.yokoham
a.lg.jp/kurashi/machizukuri
-kankyo/midori-
koen/midori_up/1mori/201
9kenshu.html

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

40
6月26日（水）・
6月27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

41 6月28日（金）
戸塚４Hクラブ
横浜産野菜直売

県立かながわ労働
プラザ１階交流広
場

・市内の若手農家グループによる、地産地消活動
・「戸塚４Hクラブ」は６０年以上の歴史を持ち、その
活動は代々若手農家に受け継がれています。

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/pages/ca
tegory/Agricultural-
Cooperative/戸塚4Ｈ-
660696363948583/

【会場】
かながわ労働プラザ
https://www.zai-roudoufukushi-
kanagawa.or.jp/l-plaza/

42 6月29日(土)
ガーデニング講習会
「花菖蒲の育て方」

横浜市こども植物
園

栽培・管理方法の講義と花菖蒲の株分けを実習し
ます

ハガキ、FAX、メール、ホーム
ページから事前申込　（締
切:6月15日(土)）

成人　20名
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodom
o/

横浜市こども植物園
TEL:045-741-1015
FAX:045-742-7604

43 6月29日(土） いきもの自然観察会 小菅ヶ谷北公園
動植物を観察し、ふれあうことで生物多様性につい
て、わかりやすい虫博士にガイドしてもらいます。

電話による事前申込（先着
順）

１５名
www.kosugayakita-
park.com

小菅ヶ谷北公園
管理事務所
TEL：045-891-1151

44 6月29日（土） 夏の植物観察会
舞岡ふるさと村虹
の家

緑豊かな舞岡ふるさと村で、植物を観察しよう
電話にて申込み　先着
6月12日～（9:00～）

20人
http://www.maioka-
nijinoie.jp/index.html

舞岡ふるさと村虹の家
TEL：045-826-0700

45 6月30日（日） メダカ観察会
寺家ふるさと村四
季の家

メダカについての一般的なこと、成魚、卵、稚魚、飼
育方法等について学びます。

開催月の前月1日９時（電話
は９時30分）から先着順で直
接窓口か電話で受け付け、
定員になり次第締め切りま
す。

小学生以上20名
http://jikehurusatomura.in.
coocan.jp/

寺家ふるさと村四季の家
TEL：045-962-7414
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