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１ センターからのお知らせ   

================================================================== 

 

●環境月間イベントについて 

６月は環境月間です。センターでは環境の日に合わせ，子どもから大人までが楽しく霞ヶ

浦や自然環境について学べる催しを開催します！ 

・日時：６月４日(土)，５日(環境の日・日) 9:30～15:00 

・場所：霞ケ浦環境科学センター（土浦市沖宿町 1853番地） ※土浦駅東口から無料シャ

トルバスが出ます。 

・内容 

 ◎４日（土） 

  ○体験教室 

   ・「筑波大発‐おもしろふしぎ科学実験・工作隊‐」（おもしろ理科先生 小林正美） 

    …不思議でおもしろい理科の実験工作 

    第１回 10:30～12:00 第２回 13:30～15:00【各回定員 30名】 



 

   ・「子ども釣り教室」（NPO法人 水辺基盤協会）…釣り体験教室 

 

   ・「エコキャンドルを作ろう」（霞ヶ浦問題協議会）…食用廃油を利用したエコキャ

ンドル 

 

   ・「押し花体験会」（アトリエあすなろ）…ラミネーターを使ったしおり作り 

 

   ・「自然木材を使用してホタルブローチを作ろう！！」（逆川こどもエコクラブ） 

 

   ・「古着で作るかざぐるま，お手玉づくり教室」（一社）霞ヶ浦市民協会 

    講師：かすみがうら市手づくり学び人 古着を活用してかざぐるま，お手玉づく

り 

 

   ・「おもしろ工作教室」…ペーパークラフトでサッカーボールを作成 

 

   ・「お絵かきエコバックづくり」…好きな絵をかいてエコバッグを作成 

 

   ・「サイエンスラボ「ミジンコが食べる」～霞ヶ浦の水質とミジンコ～※要申込」 

       13:00～15:30【定員 40名】 

 

  ○一般公開 

   ・研究室一般公開 

    霞ケ浦環境科学センター：研究室 

 

 ◎５日（日） 

  ○体験教室 

   ・「見えない空気がそこにある」（おもしろ理科先生 飛田隆久） 

    …空気の演示実験とペットボトルの空気砲を作成 

    第１回 10:00～12:00 第２回 13:00～15:00【各回定員 50名】 

 

   ・「浄水の仕組みを楽しく学ぼう」（NPO法人 茨城県環境カウンセラー協会） 

    …霞ヶ浦湖水を水道水にするまでの行程を体験 

 

   ・「筑波山の地質を砂絵で学ぼう！」（筑波山地域ジオパーク推進協議会） 

    …筑波山砂絵，缶バッチ作り 



 

   ・「雪入りネイチャークラフト」（雪入りふれあいの里公園） 

    …苔だま，バードコール作り（※数量限定） 

 

   ・「押し花展示」（アトリエあすなろ）…押し花展示 

 

      ・「アクリルたわし教室」（一社）霞ヶ浦市民協会 

    講師：土浦暮らしの会 ゆびあみで作るエコたわしの作成 

 

   ・「夏に大活躍！手づくりうちわ」…楽しいお絵かきうちわの作成 

 

   ・「プランクトンフィギア＆お魚ペーパークラフト」 

    …樹脂で作るプランクトンフィギア，お魚ペーパークラフト 

 

   ・「木片でキーホルダーをつくろう！」…オリジナルキーホルダーの作成 

 

   ・「霞ヶ浦学講座「霞ヶ浦のプランクトン」※要申込」 

    13:30～15:30【定員 40名】 

 

 ◎両日 

   ・水素自動車「トヨタ MIRAI」の展示・試乗会      

 

   ・「スタンプラリー」…スタンプラリー＆エコライフ宣言 

    ☆参加者にはプレゼントをさしあげます☆ 

 

   ・「Cafe Coffee Room」…ケータリングカーのコーヒー販売 

 

 

●平成 28年度霞ヶ浦水質浄化ポスターコンクールについて 

お詫び：先月送信しましたメルマガ 118号において平成 28年度霞ヶ浦水質浄化ポスターコ

ンクール作品の募集を 5月 16日開始と広報しましたが延期しております。申し訳ございま

せん。 

６月上旬までには募集開始いたしますので，県内小中学生の皆さんは学校を通じてどしど

し力作を応募してください。 

また，お知り合いに小中学生のお子さまやお孫さまがいらっしゃる方にも広報していただ

けると助かります。 



 

 

詳しくはホームページをご覧いただくか当センターまでお問い合わせください。 

 

================================================================== 

２ 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。 

6月のセンターイベント 

http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/03_event/yotei/documents/2016_6.pdf 

 

****6月******************************************************************** 

 

●第１回 サイエンスラボ（環境月間イベント同時開催） 

・日時：6月 4日（土）13:00～15:30 

・内容：「ミジンコが食べる」～霞ヶ浦の水質とミジンコ～ 

・定員：40名（対象：小学 4学年児童～中学 3年生生徒とその保護者） 

・参加料：無料 

・場所：霞ケ浦環境科学センター１階研修室 

・申込先：霞ケ浦環境科学センター 環境活動推進課 

     TEL（029-828-0962)，FAX（029-828-0967） 

 

●第３期 霞ヶ浦学講座 第３講（環境月間イベント同時開催） 

・日時：6月 5日（日）13:30～15:30 

・内容：「霞ヶ浦のプランクトン」（小さな命に大きな役割） 

・定員：40名 

・参加費：無料 

・場所：霞ケ浦環境科学センター２階会議室 

・申込先：霞ケ浦環境科学センター 環境活動推進課 

     TEL（029-828-0962)，FAX（029-828-0967） 

 

●第３期 霞ヶ浦学講座 第４講 

・日時：6月 19日（日）13:30～15:30 

・内容：「霞ヶ浦湖水の汚濁物質－湖水の化学成分」 



・定員：50名 

・参加費：無料 

・場所：霞ケ浦環境科学センター１階多目的ホール 

・申込先：霞ケ浦環境科学センター 環境活動推進課 

     TEL（029-828-0962)，FAX（029-828-0967） 

 

●第４回 霞ヶ浦自然観察会 

・日時：6月 25日（土）9:00～16:00 

・内容：「ヨシ原の成り立ちと多様な湿性植物＆妙岐ノ鼻の野鳥観察」 

・定員：35名 

・参加費：無料 

・場所：稲敷市浮島・妙岐ノ鼻 

・集合場所：霞ケ浦環境科学センター（または土浦駅東口，妙岐ノ鼻駐車場） 

・申込先：霞ケ浦環境科学センター 環境活動推進課 

     TEL（029-828-0962)，FAX（029-828-0967） 

 

================================================================== 

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希望する 

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 

 

***6月****************************************************************** 

 

●ＮＰＯ法人 宍塚の自然と歴史の会 

http://www.kasumigaura.net/ooike/ 

 

○里山さわやか隊 

・日時：毎月第 2・4日曜日 9:30～12:00 

・内容：雑木林、池、小川、散策路…草刈り、林の維持・管理など 

・場所：ふれあい農園集合 

・主催：認定NPO法人 宍塚の自然と歴史の会 



・お問合せ：認定NPO法人 宍塚の自然と歴史の会 児玉（la_vita_e_bella23@ozzio.jp） 

 

○観察会 

・日時：毎月第 1日曜日 9:30～12:00 

・内容：6月「たんぼ」 講師：農研センター 嶺田氏 

    7月「粘菌」  講師：元国立科学博物館 萩原氏 

・場所：会の駐車場集合 

・主催：認定NPO法人 宍塚の自然と歴史の会 

・お問合せ：認定NPO法人 宍塚の自然と歴史の会 及川（sisitsuka＠muf.biglobe.ne.jp） 

 

○里山子ども探偵団 

・日時：毎月第 4土曜日 10:00～12:00 

・内容：小川や田んぼ、草むら、林の中など、宍塚の自然の中で生き物を見つけたり、遊

んだりしています。 

    親子で参加してね。 

・場所：会の駐車場集合 

・主催：認定NPO法人 宍塚の自然と歴史の会 

・お問合せ：認定NPO法人 宍塚の自然と歴史の会 北村（h-kitamr@nifty.com） 

 

●アクリルたわし作り 

・日時：6月 10日金曜日 11:00～15:00 

・内容：科学洗剤を使わない台所での洗い物に毛糸を使う「タワシ」制作 

・場所：たまり場よこまち（古河市横山町２－２－１３） 

・主催：クリーン古河の会 

・お問合せ：NPO法人エイエスピー 牧原律子（TEL:0280-31-9600） 

 

================================================================== 

４ 編集後記   

================================================================== 

 

社会人生活ももう２ヶ月が過ぎ，5:30 起床が習慣になりました！就職前は絶対無理と思っ

ていましたが，編集者はＹＤＫ（やればできる子）でした！(笑) 

そろそろ梅雨が近づいてきましたが，最近は日差しが強くなってきましたね。私は晴れて

いる日は昼休憩時間にセンターの庭で体を動かしています。外にこんなに広い芝生張りの

庭があるなんて本当に良い職場です！残念ながら私は見ることができませんでしたが，先

週には富士山が見れたらしいですよ！センター内だけでなくセンター外でも楽しめるので，



みなさんも散歩がてらお気軽に霞センターにお越しください！   

さらにセンターの庭ニュースをもう一つ！３週間ほど前にグリーンカーテン用にフウセン

カズラの種を蒔きました。暑い夏に向けて元気に育って欲しいです！ 

御案内のとおり６月４日・５日は霞センター大イベントである環境月間イベントを開催し

ます！他市町村や他団体のイベントも数多くあるようですが負けていない内容になってい

ます。ぜひご参加ください！ 

 

☆お知らせ☆ 

いつもメルマガをお読みいただきありがとうございます。霞センターではメルマガのほか

にブログ，twitter でも情報発信を行っています。そちらもぜひ御活用ください。どちらも

センターＨＰのおすすめコンテンツのバナーから確認できます。 

 

"◆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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