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==================================================================
========== 
１ サイエンスラボ開講のご案内 
==================================================================
========== 
 
●第３回 
・日時 2 月 28 日（土）13:00～15:00 
・内容 貝の浄化能力を探る 



    貝の持つ浄化能力とは・・。貝を解剖して，身体の仕組みを学びます。 
・対象 小学校４年生～中学生 
・定員 30 名 
・場所 霞ケ浦環境科学センター研修室（同時開催：環境学習フェスタ） 
    ※環境学習フェスタの概要は決まり次第随時ホームページに掲載します。 
 
※申込方法等詳細はＨＰに掲載しております。 
http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/05_gakushu/science_lab/scince_lab.htm 
 
==================================================================
========== 
２ 環境学習フェスタ開催決定 
==================================================================
========== 
 
センターでは，県内小学校による１年間の環境学習の成果を発表する環境学習発表会及び

各体験教室を行う環境学習フェスタを開催します。 
・日時 2 月 28 日（土）10:00～15:30 
・内容 ・環境学習発表会 
    ・センター研究室一般公開 
    ・工作教室（勾玉，入浴剤づくり等） 
    ・体験教室（水質浄化の仕組み，おもしろ実験教室） 
    ・サイエンスラボ（貝の浄化能力を探る）  など 
・場所 霞ケ浦環境科学センター 
    ※環境学習フェスタの詳細は決まり次第随時ホームページに掲載します。 
http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/03_event/yotei/h26/gakusyufesta2014/gakushu
festa.html 
 
==================================================================
========== 
３ 観察会等のご案内 
==================================================================
========== 
 
下記の観察会等は原則申込が必要です。お電話(029-828-0962)または来館によりお 
申込みください。（メールでは受け付けておりません。） 



2 月・3 月のセンターイベント 
http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/03_event/yotei/documents/2014-2-3.pdf 
 
****2 月********************************************************************** 
 
●第１２講 霞ヶ浦学講座「霞浦平成塾」 
・日時 2 月 8 日（日）13:30～15:30 
・内容 霞ヶ浦の歴史Ⅰ ‐古代，中世，近世（乱世に躍動する人々） 
・定員 35 名 
・場所 霞ケ浦環境科学センター２Ｆ会議室 
 
****3 月********************************************************************** 
 
●第１４回 霞ヶ浦自然観察会（予定） 
・日時 3 月 7 日（土）10:00～14:30 
・内容 身近な生きものを観察しよう！（仮） 
・定員 35 名 
・場所 霞ケ浦環境科学センター 
※土浦駅から送迎バスがでます 
 
●第１３講 霞ヶ浦学講座「霞浦平成塾」 
・日時 3 月 8 日（日）13:30～15:30 
・内容 霞ヶ浦の歴史Ⅱ ‐明治～現代（時代の要請と霞ヶ浦） 
・定員 35 名 
・場所 霞ケ浦環境科学センター２Ｆ会議室 
 
 
※2 月，3 月の各種講座等については予定であり，天候等により内容が変更になる場合が 
 ございます。 
※イベントの詳しい内容や、新しいイベントの情報についてはこちら 
 http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/03_event/top.htm 
 
==================================================================
========== 
４ 市民活動・企業・市町村の主催する環境イベント  
==================================================================



========== 
 
下記の市民活動・企業・市町村の主催するイベントについては各お問い合わせ先に 
ご連絡ください。 
また，市民団体・企業・市町村の主催するイベント情報をメルマガに掲載志望する 
場合は，下記に掲載してあるイベント情報提供調査票を提出してください。 
http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/06_shimin/top.htm 
 
 
●ＮＰＯ法人 宍塚の自然と歴史の会 
 場所：土浦市宍塚の里山 
 問い合わせ：認定 NPO 法人 宍塚の自然と歴史の会（sisitsuka＠muf.biglobe.ne.jp） 
 イベント内容は以下のとおり 
 
 ○観察会 
 日時：毎月第 1 日曜日（１月のみ第２日曜日）9:30～12:00 
 内容：里山の歴史を訪ねる（2 月） 
 
 ○里山保全活動（里山さわやか隊） 
 日時：毎月第 2・4 日曜日 9:30～12:00 
 内容：里山の草刈り活動 
 
 ○里山こども探偵団 
 日時：毎月第 4 土曜日 
 内容：自然の中での遊び 
 
***2 月****************************************************************** 
 
●千波湖環境学習会(桜川の卵から孵化したサケの稚魚を放流しよう） 
日時：2 月 15 日（日）13:00～15:00 
場所：千波湖好文カフェ前親水デッキ 
内容：桜川の産卵調査で採取した卵から孵化した、サケの稚魚を放流します。 
主催：(一社)茨城県環境管理協会，水戸市環境課 
問い合わせ：一般社団法人 茨城県環境管理協会 担当 公益推進グループ木下、小島  
      TEL:029-248-7431  E=mail：ibaonse@kankyokanri.or.jp 
 



●池花池の水鳥・冬鳥観察教室 
日時：2 月 22 日（日）9:00～12:00 
場所：池花池 小美玉市部室公民館駐車場集合 
内容：池花池の水鳥と周辺の野鳥を探してみよう 
講師：川崎 慎二先生（茨城県環境アドバイザー） 
持ち物：双眼鏡（持っている方） 飲み物 筆記具 
参加費：無料 
主催：小美玉生物の会 
問い合わせ：小美玉生物の会 櫻井（090-2650-2026） 海老（090-4620-6113） 
      etukominori2006@yahoo.co.jp 
 
***3 月****************************************************************** 
 
●第 83 回霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦 
日時：3 月 1 日（日） 
内容：霞ヶ浦流域 21 市町村で一斉に霞ヶ浦（西浦・北浦等）の沿岸，流入河川，側溝等の

水草やゴミ等を清掃します。 詳細が決まり次第改めてご連絡いたします。 
主催：霞ヶ浦問題協議会 
問い合わせ：霞ヶ浦問題協議会 （029-830-3338）E=mail（ibaonse@kankyokanri.or.jp） 
 
 
●市民清掃作戦 
日時：3 月 1 日（日）7:00～ 
場所：石岡市内全域 
内容：地域住民が地区の清掃を行い,市職員で収集業務を行う。 
主催：美しい石岡をつくる市民の会 
問 い 合 わ せ ： 美 し い 石 岡 を つ く る 市 民 の 会 （ 0299-23-1111 ）  E=mail ：
seikan@city.ishioka.lg.jp  
 
●環境美化フォーラム 
日時：3 月 14 日（土） 
場所：国際会議場（つくば市） 
内容：魅力あるまちづくりを環境美化の観点から推進し，市民等のまち美化に対する意識

の向上を目的としたイベント。 
   市内小中学生等の活動発表や著名人の講演を行う予定。  
主催：つくば市きれいなまちづくり実行委員会  



問い合わせ：つくば市環境保全課（029-883-111） E=mail：evm010@info.tsukuba.ibaraki.jp 
 
●霞ヶ浦女性教室 
日時：3 月 18 日（水）13:30～15:30 
場所：茨城県霞ケ浦環境科学センター 多目的ホール  
内容：講演会 ・第一部 テーマ「世界の水，日本の水」  
          講師：東京大学教授 沖 大幹 氏 
       ・第二部 テーマ「霞ヶ浦の水利用と循環」 
          講師：前茨城大学特任講師 沼澤 篤 氏  
参加費：無料 （男女を問わず、参加者を募集しています） 
主催：霞ヶ浦問題協議会 
問い合わせ：霞ヶ浦問題協議会（029-830-3339） 
http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/06_shimin/kasukyou/kasukyou.htm  
 
==================================================================
========== 
５ お知らせ  
==================================================================
========== 
 
●霞ヶ浦水質浄化ポスターコンクール受賞作品について 
 2 月から 3 月まで，県西生涯学習センター，レイクエコー 鹿行生涯学習センターの２ヶ

所で巡回展示を行います。 
 当センターが遠くてご覧になれなかった方はこの機会にぜひご覧ください。 
http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/05_gakushu/poster/poster.htm 
 
●センター読み聞かせの開催について 
 センターでは毎月第 3 土曜日にパートナーによる読み聞かせをおこなっております。予

約の必要はございませんので，お気軽にご参加ください。 
 次回開催予定：2 月 21 日（土），3 月 21 日（土） 
 
==================================================================
========== 
６ 編集後記   
==================================================================
========== 



 最後まで読んでいただきありがとうございます。 
 今月２８日土曜日には，センター冬のイベント「環境学習フェスタ」が開催されます。 
 ちなみに昨年の環境学習フェスタは，何十年ぶりかの大雪のため，センター開設以来，

初の中止になりました・・ 
 今年は出来るといいですが・・・。 
 
 今年のフェスタでは，ポップコーンや甘酒，入浴剤づくりなど，全て無料で参加できる

イベントになっておりますので， 
お気軽にご家族，ご友人をお連れのうえ，センターまでお越しください。 
 
 
"◆メールマガジンに関するお問い合わせ,ご意見  " 
http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/10_mailmagazine/top.htm  
◆メール配信停止・メールアドレスの変更を希望される方へ   
 今後このメールマガジンの配信を必要としない場合やメールアドレスの変更を希 
望される場合は、お手数ですが下記メールアドレスまでお名前、登録メールアドレ 
スを記入の上、配信停止、変更の希望を記入しご連絡ください。   
info@kasumigaura.pref.ibaraki.jp   
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