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==================================================================
========== 
１ サイエンスラボ開講のご案内 
==================================================================
========== 
●第２回 
・日時 12 月 21 日（日）9:30～13:00 
・内容 霞ヶ浦の過去を知る～１２万年前の海底を探検 
    化石の解説や実際に発掘作業をしていただきます。 
・対象 小学校４年生～中学生 
・定員 30 名 
・場所 行方市谷島など 
 
●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・・。実際に比較しながら，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 霞ケ浦環境科学センター成果発表会のご案内 
==================================================================
========== 
・日時 12 月 9 日（火）13:30～16:30 
・内容 ○講演 
    「NIES 霞ヶ浦長期モニタリングと底泥環境研究について―霞ヶ浦底泥で激しい変

化が起きている」 
     今井 章雄 様（国立環境研究所 地域環境研究センター長） 
    ○成果発表（霞ケ浦環境科学センター） 
・定員 100 名 
・場所 霞ケ浦環境科学センター多目的ホール 
 
※申込方法等詳細はＨＰに掲載しております。 
http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/04_kenkyu/shoukai/seika/seika.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。） 



12 月・1 月のセンターイベント 
http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/03_event/yotei/documents/2014-11-12.pdf 
 
****12 月********************************************************************* 
 
●第１０講 霞ヶ浦学講座「霞浦平成塾」 
・日時 12 月 7 日（日）13:30～15:30 
・内容 生物多様性と霞ヶ浦（棲み分ける生物） 
・定員 35 名 
・場所 霞ケ浦環境科学センター２Ｆ会議室 
 
●第１２回 霞ヶ浦自然観察会 
・日時 12 月 13 日（土） 
・内容 生き物を科学しよう！！ 
・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 
 
 
****1 月********************************************************************* 
 
●第１３回 霞ヶ浦自然観察会（予定） 
・日時 1 月 10 日（土） 
・内容 冬の渡り鳥の観察 
・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１１講 霞ヶ浦学講座「霞浦平成塾」 
・日時 1 月 18 日（日）13:30～15:30 
・内容 世界の湖沼と霞ヶ浦（比較湖沼学のすすめ） 
・定員 35 名 
・場所 霞ケ浦環境科学センター２Ｆ 
 
 
※12 月，1 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 
 
==================================================================
========== 
３ 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：野鳥観察会（12 月），樹木の観察会（1 月），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 
 
***12 月****************************************************************** 
 



●千波湖環境学習会(千波湖の湧水と歴史を探ろう） 
日時：12 月 7 日（日）13:00～15:00 
場所：千波湖好文カフェ前親水デッキ 
内容：クイズに答えながら、水戸の歴史と千波湖周辺の湧水巡りの探検に出かけます。 
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 
 
***1 月****************************************************************** 
 
●千波湖環境学習会(千波湖の渡り鳥を調べよう） 
日時：1 月 18 日（日）13:00～15:00 
場所：千波湖好文カフェ前親水デッキ 
内容：千波湖へ飛来してくる渡り鳥や、生息する野鳥を観察します。千波湖の野鳥は何種

類発見できるでしょう。 
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 
 
==================================================================
========== 
４ 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 
 前号でお知らせしました霞ヶ浦水質浄化ポスターコンクール受賞者をホームページで公

表しています。 
併せて，受賞作品は現在センターエントランスホールで掲示しておりますので，子どもた

ちが一生懸命描いた作品をぜひご覧になってください。 
http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/05_gakushu/poster/poster.htm 
 
==================================================================
========== 
５ 編集後記   
==================================================================



========== 
 寒さが日に日に厳しくなり，もうすでに春が待ち遠しく感じております。 
 １２月半ばから末あたりでしょうか？センターからはダイヤモンド富士が観測できるよ

うです。 
 霞ヶ浦を目の前にしているので，遮蔽物はほぼないうえに，湖に夕日が反射して，絶景

を拝めることができますので，ぜひともセンターにいらしてみてはいかがでしょうか？ 
 私も見てみたいので，どうか！天気が良くなりますように・・・ 
 
"◆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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**************************************************************************** 


