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==================================================================
========== 
１ センターＧＷ特別企画開催 
==================================================================
========== 
センターはＧＷを含む期間中（4 月 29 日（水）～5 月 6 日（水））の 8 日間，特別企画とし

て 
クイズラリー及び苗木のプレゼントを行います。 
 
●クイズラリー 
 館内５か所に張り出された問題を見つけ，クイズに答えよう！ 
 参加者にはもれなくセンターオリジナルグッズをプレゼントします。 
 



●苗木プレゼント 
 期間中，毎日先着３０名様に紅葉などの苗木をプレゼント！ 
 配布予定苗 
 ・ウメ 
 ・シロヤマブキ 
 ・アイ 
 ・紅葉（カエデ） 
==================================================================
========== 
２ センターイベント情報 
==================================================================
========== 
センターでは，昨年度より開催しております，「環境月間イベント」と「サイエンスラボ」

の今年度開催を決定しまし 
 
た！ 
詳細は決まり次第，ホームページに掲載していきますので，ご覧ください。 
 
●環境月間イベント 
・日時：6 月 6 日（土），13 日（土）9:30～15:00 
・内容：映画「米」上映，講演会「釣り人から見る霞ヶ浦の姿」 
    体験教室（押し花，苔だま，エコバッグ，缶バッチ，葉脈しおり，煮干しの解剖 

など） 
    実験教室（サイエンスラボ，浄水実験，ドライアイス実験 など） 
 
●サイエンスラボ 
・日時：６回程度／年 連続受講（各回のみの参加も可） 
・内容：水に関する実験，生物に関する実験 
 
●二枚貝の浄化機能を探ろう 
・日時：6 月 13 日（土）13:30～15:30（環境月間イベント同時開催） 
・内容：水生生物の観察（センター庭で宝探し） 
    二枚貝をつかった浄化実験 
・募集：先着５０名（小中学生対象，保護者同伴） 
・参加費：無料 
・場所：霞ケ浦環境科学センター １階研修室 



・申込先：霞ヶ浦水辺ふれあい事業実行委員会（霞ケ浦環境科学センター 環境活動推進

課内） 
     TEL（029-828-0961)，FAX（029-828-0967） 
    ※センターホームページに様式がありますので，お使いの場合は，印刷して FAX
で送信ください。 
     

http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/03_event/yotei/h27/mizube/h270613mizube.ht
ml 
==================================================================
========== 
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。） 
5 月のセンターイベント 
http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/03_event/yotei/documents/2015_05.pdf 
****5 月********************************************************************** 
●第２講 霞ヶ浦学講座「霞浦平成塾」 
・日時 5 月 17 日（日）13:30～15:30 
・内容 霞ヶ浦湖水の特性と環境条件（湖には構造がある） 
・定員 35 名 
・場所 霞ケ浦環境科学センター多目的ホール 
 
●第３回 霞ヶ浦自然観察会 
・日時 5 月 23 日（土）9:30～14:00 
・内容 自然再生地の湿生植物を学ぶ ～自然再生地の遷移と湿生植物の保全 
    自然再生地区（Ａ，Ｂ地区）は完成後，希少な植物も確認できるようになりまし

た。 
    湿生植物の移り変わりとともに保全手法も一緒に考えてみましょう。 
・講師 嶺田 拓也 氏（農研機構 農村工学研究所 主任研究員） 
・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 
 
※5 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 
 ※下記イベントは原則どなたでも（会員でなくても）ご自由に参加可能です。 
 ※予定は変更になる場合がありますので，問合せされるか，会の HP のカレンダーでご

確認ください。 
  http://sisitsukakouhou.blogspot.jp/ 
 
 ○里山保全作業ボランティア（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 
 担当：兒玉（090-4531-8755） 
 
 ○農地・水・環境保全会 
 日時：毎月第 3 日曜日 9:30～12:00 
 内容：地域の清掃活動 
 担当：佐々木（029-821-3519） 
 
 ○茨大合同保全活動 
 日時：毎週火曜日 9:30～12:00 
 内容：五斗蒔谷津保全を茨城大学と合同で行います。 



 担当：及川（090-9840-7194） 
***5 月****************************************************************** 
●いきものふれあいまつり＆環境フォーラム 
日時：5 月 16 日（土） 13:00～16:00 
内容：昆虫，植物観察と講演会 
主催：逆川を愛する会 
問い合わせ：逆川を愛する会・逆川こどもエコクラブ 小島(090-3547-5319) 
      Mail （ sachi-koo310@kcd.biglobe.ne.jp)  ホ ー ム ペ ー ジ ：

sakasagawaeco.blogspot.com  
 
●千波湖環境学習会 
日時：5 月 17 日（日曜日） 13:00～15:00 
内容：千波湖のプランクトンと水質を調べよう 
主催：一般社団法人 茨城県環境管理協会，水戸市環境課 
問い合わせ：茨城県環境管理協会 木下・古川(029-248-7431) 
 
●ホタレンジャー活動 
日時：5 月 30 日（土曜日） 9:00～16:00 
内容：千波湖・偕楽園公園周辺のホタル生息地の環境整備 
主催：逆川こどもエコクラブ 
問い合わせ：逆川を愛する会・逆川こどもエコクラブ 小島(090-3547-5319) 
      Mail （ sachi-koo310@kcd.biglobe.ne.jp)  ホ ー ム ペ ー ジ ：

sakasagawaeco.blogspot.com 
 
●茨城空港・百里基地周辺の生物展 
日時：5 月 1 日（金曜日）～5 月 30 日（土曜日） 9:00～17:00 
内容：小美玉市の東部に位置する茨城空港と百里基地周辺の多様な生物を紹介します。  
主催：小美玉生物の会 
お問い合わせ：小美玉生物の会 櫻井(090-2650-2026) 
               海老澤(090-4620-6113) 
       Mail(etukominori2006@yahoo.co.jp ) 
==================================================================
========== 
５ お知らせ 
==================================================================
========== 



●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 土曜日に行っていたパートナーによる読み聞かせを毎週第 4 土曜

日に変更して開催いたします。 
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：5 月 23 日（土） 
問合せ 
 霞ケ浦環境科学センター環境活動推進課 029－828-0961 
==================================================================
========== 
６ 編集後記 
==================================================================
========== 
 暖かくなってきまして，お出かけするのは最高の季節です。 
 この機会に霞ヶ浦湖岸を散歩してみるのはいかがでしょうか？砂浜があったり，貴重な

植物があったり，魚が飛び跳 
 
ねている様子を見れたり， 
場所によっていろんな景色を見ることができますよ♪ 
 湖岸線は，252km なので，一日 10km 歩いたら，だいたい一か月足らずで帰って来れま

すので気軽にどうぞ！ 
 
"◆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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**************************************************************************** 


