
市町名 実施行事名 開催日・期間 時間 内容 会場 募集 費用 締切 主催 問合 備考 クルポ

1 浜松市西区
公開教室（ふれあい水槽の魚へのエ
サやり体験）

1/5(日)、1/26(日)、
2/2(日)、2/23(日)

10:00～10:15
水槽の横に穴が開いているのに水がこぼれない不思議な水槽「ふれあい水槽」でカラフルな
熱帯魚たちにエサをあげることができます。
エサを手の平に乗せて、水槽窓から手を入れると魚たちが寄ってきます。

浜名湖体験学習施設ウォット 定員なし 無料
当日自由
参加

浜名湖体験学習施設ウォット 053-592-2880 雨天決行、持ち物不要 ○

2 浜松市西区 浜名湖セミナー
1/4(土)～2/29(土)
※水曜日・土曜日のみ

13:45～14:00
大水槽の前で浜名湖についての解説と生き物のタッチングをします。14時からは大水槽の
魚たちのエサやりも見学できます。

浜名湖体験学習施設ウォット 定員なし 無料 当日自由参加 浜名湖体験学習施設ウォット 053-592-2880 雨天決行、持ち物不要 ○

3 浜松市西区 ウナギのパクパクタイム
1/3(金)～2/29(土)
※月曜日・木曜日を除く

15:00～15:15
ウナギについての解説の後に「ニホンウナギ」、と「オオウナギ」がエサを食べる迫力ある様
子を見学できます。

浜名湖体験学習施設ウォット 定員なし 無料 当日自由参加 浜名湖体験学習施設ウォット 053-592-2880 悪天候の場合は中止 ○

6 三島市 富士山講演会 2/21（金） 13：30～15：00 未定 三島市生涯学習センター 30人 無料 未定 三島市 055-983-2647 ○

7 三島市 環境かるた １月 未定
環境に関するトピックを日本語と英語で表現したバイリンガルかるたを使って、環境や英語
について楽しく学びます。

三島市エコセンター
（三島市東本町2-5-
24）

30人 無料 未定 三島市 055-983-2647 ○

8 静岡市駿河区
企画展「大絶滅－地球環境の変遷と
生物の栄枯盛衰－」

2019/11/30(土)
-2020/4/5(日)

10:00-17:30
約５億年前から現在までに、多くの種類の動物が同時に滅んだ大絶滅が５～６回起こりまし
た。どうして同時に滅んだのでしょうか？大絶滅の時代の地層や、三葉虫・アンモニア・恐竜
などの化石とともに、大絶滅の最新の研究成果を紹介します。

ふじのくに地球環境
史ミュージアム企画
展示室

定員なし

一般600
円（500
円）、小
学生～大

なし ふじのくに地球環境史ミュージアム 054-260-2111 ○

項目追加 静岡市駿河区 ふじミューお正月限定クロスワード
1/2(木)、
1/3(金)

10：00～17：30
ふじのくに地球環境史ミュージアムからの挑戦状。企画展示室をよーく見てクロスワードを埋
めよう。みんな正解できるかな？正解したらプレゼントがもらえるよ！

ふじのくに地球環境史ミュージアム 定員なし

一般600
円（500
円）、小
学生～大

なし ふじのくに地球環境史ミュージアム 054-260-2111 企画展観覧の方が参加できます。 ○

9 浜松市中区 竹林で楽しみ隊「遊び＆竹クラフト」 1/12（日） 9：30～12：00 森の竹を切って、楽しい遊び、工作いろいろ（竹鉄砲・竹とんぼ・コップ・・・） 冨塚小藪市民の森 20人 500円/1人 12/15～1/4　先着順 NPO法人　ラブ・ネイチャーズ love.natures@tokai.or.jp
対象：小学生（幼児は保護者同伴）　＊雨天中止
持ち物：野外活動のできる服装・手袋・飲み物

○

項目追加 浜松市浜北区 入門「弦かご作り」 2/2（日） 9：30～12：00
葛の弦を使って籠作りに挑戦！
野山にあふれる葛のツルは柔らかくて、初心者、女性でも容易に工作できます、野趣にあふ
れた「世界でただ一つの籠」が出来ます。

浜北森林公園木工体験館 20人 2,000円/1人（材料費・保険料・他） 12/15～1/4 NPO法人　ラブ・ネイチャーズ love.natures@tokai.or.jp

対象：高校生以上
持ち物：植木ハサミ・手袋・作業のできる服装・飲み
物

○

11 三島市
子どもから大人まで楽しめるクラフト
教室

1/19（日） 10：00～15：00
ガラスフュージングで自分だけのオリジナルアクセサリーを作ろう。
革のキーホルダーも作れます。

箱根の里 30人 1,000円/１人 未定 三島市 箱根の里 055-985-2131 ○

12 三島市 星を観る会 1/25（土） 18:00～21:00
夏には見られない冬の澄んだ星空を見てみよう。
天体望遠鏡を使い、星座などを観測する。

箱根の里 50人 無料 未定 三島市　箱根の里 055-985-2131 ○

13 三島市 焚火を囲んで遊ぼう 2/16（日） 10:00～14:30 普段できない、焚き火をしてダッチオーブン料理や木のクラフトを楽しもう。 箱根の里 40人 100円/１人 未定 三島市　箱根の里 055-985-2131 ○

14 裾野市 紫外線感知・UVストラップづくり 1/26(日) 10：00～12：00
三島市ストップ温暖化推進員を招き、クイズやカードで遊びながら学び、紫外線感知・UVスト
ラップをつくります。環境、主に地球温暖化について考えるきっかけとなるイベントです。
親子での参加も大歓迎です。

裾野市北児童館 16人 300円/１人 12月７日（土）～14日（土） 裾野市 055-995-1816 申込は、材料費を添えて北児童館へ ○

15 裾野市 竹炭電池づくり 2/9(日) 10：00～12：00
三島市ストップ温暖化推進員を招き、環境講座を行います。竹炭とアルミニウムを使った電
池を自分でつくり、エネルギーについて考えるための講座です。
親子での参加も大歓迎です。

裾野市南児童館 20人 200円/１人 １月18日(土)～2月2日(日) 裾野市 055-995-1816 申込は、材料費を添えて南児童館へ ○

16 裾野市 身近な野鳥観察会 2/8(土) 9：00～11：30

裾野野鳥を守る会では、定期的に野鳥の観察会を行っています。
初心者にも、丁寧にわかりやすく解説します。野鳥の見た目や鳴き声の特徴を知ると、普段
の何気ない生活も、たくさんの野鳥に囲まれていることに気が付きます。野鳥の姿を見るた
めの観察会ですので、あれば双眼鏡をお持ちください。

裾野市中央公園 定員なし 無料 当日自由参加 裾野野鳥を守る会 055-992-0090 雨天の場合には中止 ○

17 浜松市西区 展望塔から初日の出を見よう！ 1/1（水） 6：30～7：30
浜名湖ガーデンパーク展望塔から初日の出を見ます。令和初の『日の出』という天文現象を
浜名湖を眼下に見ながら体験します。

浜名湖ガーデンパーク展望塔 先着100人 展望塔利用料 当日自由参加 浜名湖ガーデンパーク 053-488-1500 ご参加の皆さんにミニ福袋をプレゼントします。 ○

18 浜松市西区 浜名湖環境パネル展 1/18（土）～2/24（月） 8：30～17：00 浜名湖周辺で活動する団体に協力を呼びかけ、環境に関するパネル展を実施します。 浜名湖ガーデンパーク 定員なし 無料 当日自由参加 浜名湖ガーデンパーク 053-488-1500 ○

20 浜松市中区 消費者教育講演会 1/12（日） 13：30～15：00
海洋生物の専門家「さかなクン」と一緒にＳＤＧｓを考えます。子どもから大人まで幅広くお楽
しみいただけます。奮ってご応募ください。

えんてつホール 360人 無料 11/5～12/16 浜松市くらしのセンター 053-457-2635

応募方法：往復ハガキに参加希望者全員の氏名
（ふりがな）と年齢、代表者住所、電話番号、消費者
教育講演会希望と明記し、浜松市消費者団体連絡
会事務局（〒435-0027　浜松市南区下飯田町109）

○

24 静岡市清水区
清水船越堤公園星の広場天文台一
般公開

1/18（土）、2/15（土） 19：30～20：30
県下最大級の望遠鏡（カセグレン式反射望遠鏡：口径４１ｃｍ）で冬の夜空を探訪します。金
星、星雲、星団、重星を見ていきます。運が良ければ、流星、国際宇宙ステーションが見え
るかも？！動画上映もあるよ！！

清水船越堤公園星の広場 定員なし 無料 当日自由参加 静岡県天文研究会 054-352-3322 雨天中止、小中学生は父兄同伴のこと。暖かい服装でお越しください。 ○

25 静岡市葵区
講習会「SDGｓの実践～タケと生ごみ
の活用を図る～」

1/27（月） 13：00～15：30

放置竹林のタケと日常生活の生ごみを活用して、野菜栽培等に利用できる堆肥作りの講習
会を開きます。タケと生ごみを使用して堆肥を作ることで、身近な自然環境の保全と生ごみ
の減量に対する意識啓発が図られます。私たちの住環境や生活上の問題点を参加者ととも
に考える講習会です。

静岡市沼上資源循環学習プラザ 50人 無料 随時、先着順 静岡市沼上資源循環学習プラザ 054－207－8971 申込は電話でお願いします（日曜・年末年始を除く９時～16時） ○

26 磐田市 カブトムシ幼虫を探そう！ 1/19（日）、2/16（日） 11：00～12：00
幼虫の育て方のお話の後に腐葉土の中にいるカブトムシ幼虫を探します。幼虫２匹を持ち
帰り、大きなカブトムシに育てます。

竜洋昆虫自然観察公園 20人 ５００円（別途入園料が必要です）

１ヶ月前
より受付
先着順

磐田市竜洋昆虫自然観察公園 0538-66-9900
持ち物　軍手
小雨決行

○

27 磐田市 昆虫標本を作ろう！ 2/23（日） 10：00～12：00
昆虫標本の作り方をマスターしよう！
死んでしまったカブトムシやクワガタムシを持ってきてね

竜洋昆虫自然観察公園 10人 ７００円（別途入園料が必要です）

１ヶ月前
より受付
先着順

磐田市竜洋昆虫自然観察公園 0538-66-9900 ○

28 磐田市 クワガタムシ幼虫を探そう！ 1/12（日）、2/9（日） 10：30～12：00
採集の仕方や飼育方法をお話しした後に、朽木を割ってコクワガタの幼虫を探し、幼虫２匹
を持ち帰ります。今年の夏には成虫になります。
大人気のイベントです。

竜洋昆虫自然観察公園 20人 ７００円（別途入園料が必要です）

１ヶ月前
より受付
先着順

磐田市竜洋昆虫自然観察公園 0538-66-9900
持ち物　軍手
雨天決行

○

29 浜松市浜北区 自然いきもの観察隊
1/11（土）、1/25（土）、
2/8（土）、2/22（土）

10：30～12：00

自然に詳しいガイドと森林公園の森をのんびりある生きながら、四季折々の自然の見どころ
を観察します。
　原則毎月第2，4土曜日開催
　ビジターセンター・バードピア浜北玄関前集合

静岡県立森林公園 15人 大人300円、中学生以下100円 当日受付、先着順 静岡県立森林公園 053-583-0443 散策できる服装でお越しください ○

項目追加 浜松市浜北区 竹炭・飾り炭作り体験教室 1/25（土） 9：30～16：00
ドラム缶窯を使った竹炭焼きと、木の実を材料にした飾り炭作りの体験です。日常では味わ
えない雰囲気をや火の温もりを体験してみませんか！おまけに焼き芋も楽しむ予定で
す！！

静岡県立森林公園 15人 1,500円/１人 1/11（土） 静岡県立森林公園 053-583-0443

象 歳
申込：電話、ファックス、HP、窓口で。応募者多数の
場合は抽選となります。
汚れてもよい服装でお越しください

○

30 浜松市浜北区 ワンポイントガイド 1/26(日) 13：00～14：30

森林公園を愛するボランティアガイド“利用者案内グループ”による、森林公園見どころ案内
です。子どもから大人までどなたでもご参加いただけます。私たちと楽しく森を歩きません
か！
　原則毎月第4日曜日開催（※但し2月はお休みします）

静岡県立森林公園 20人程度 100円/１人 当日受付、先着順 静岡県立森林公園 053-583-0443 散策できる服装でお越しください ○

31 浜松市浜北区 ネイチャークラフト体験 1/12（日）、2/9（日） 13：00～15：00

木の実や葉っぱ、自然の素材を使い、誰にでもできるクラフト体験です。森林公園ボランティ
アの会のメンバーが、やさしくフォローしてくれます。
　原則毎月第2日曜日開催
　ビジターセンター・バードピア内　又は　木工体験館

静岡県立森林公園 材料がなくなり次第終了 100円/１人 当日受付、先着順 静岡県立森林公園 053-583-0443 汚れてもよい服装でお越しください ○
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32 浜松市浜北区 初心者向け　楽しくバードウォッチング 1/13（月） 9：00～11：30

全くの初心者でも鳥を楽しく観察できます。バードウォッチングはじめの一歩、お気軽に！双
眼鏡の無料貸し出しもしています！
　ビジターセンター・バードピア浜北玄関前集合
　※対象：16歳以上

静岡県立森林公園 20人 500円/1人 12/26〆切 静岡県立森林公園 053-583-0443
　※対象：16歳以上
※申し込みは電話、ファックス、HP、窓口で。応募
者多数の場合は抽選となります。

○

33 静岡市駿河区 となりの森フェスティバル2020
２/24（月・祝）
※雨天延期　２/29（日）

10：00～14：00

エコデュの環境教育プログラムを一度に体験することができる年に 1度のチャンスですよ～
エコデュは、森で 、山で、畑で、川で。
自然を学び、自然に遊ぶプログラムがいっぱい！
ここでしかできない体験が見つかるよ！

しずおか里山体験学
習施設
遊木の森

年長から
小学生
定員なし

未定 申込不要（予定） 認定ＮＰＯ法人しずおか環境教育研究会 054-263-2866
持ち物：お弁当、水筒、敷物
その他詳しい情報はＨＰで
（http://www.ecoedu.or.jp）

○

34 三島市
静岡県高校生グローバル課題研究ポ
スターセッション大会

2/8（土） 13：00～15：30
県内外の各高校で取り組んでいるＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に関する課題研究につい
て、ポスターを準備して高校生が発表します。

三島北高校 定員なし 無料 当日自由参加 三島北高校 055-986-0109 来校の際は公共交通機関を御利用ください。室内履きをご用意ください。 ○

35 浜松市西区 野草（自然）観察会～１月～ 1/23（木） 9：30～11：30
真冬に咲いている野草はあるのかな？寒い季節はどうやって冬越しをしているのかな？外
来種も冬越しするのかな？様々な疑問も観察会で実際に見てみると納得。
野草だけではなく、この季節にしか見られない冬鳥にも出会えるはずです。

佐鳴湖公園北岸管理棟前集合 定員なし 100円/１人 当日自由参加 佐鳴湖公園 053-476-0210
雨天中止
中止の場合は8:30までにHPにてご案内いたしま
す。

○

36 浜松市西区 野草（自然）観察会～２月～ 2/27（木） 9：30～11：30
先月観察した野草の様子はいかがですか？花が咲き始めましたか？季節は確実に春へと
動くなか、野草にもさまざまな変化が表れ始めます。芽吹きの早春を観察しましょう。

佐鳴湖公園北岸管理棟前集合 定員なし 100円/１人 当日自由参加 佐鳴湖公園 053-476-0210
雨天中止
中止の場合は8:30までにHPにてご案内いたしま
す。

○

37 浜松市西区 佐鳴湖自然作品展カルチャアFES！ 2/22（土）～3/8（日） 9：00～17：00
佐鳴湖公園の自然を題材にした写真や絵画、短歌など約70点が佐鳴湖の自然環境をPRし
ます。

佐鳴湖公園北岸管理棟多目的室 定員なし 無料 当日自由参加 佐鳴湖公園 053-476-0210 作品の募集に関しては北岸管理棟までお問合せください。 ○

38 静岡市駿河区
県大みつばち研究会　〜ミツバチの不
思議〜　（仮題）

未定 13：30～15：00
茶学総合研究センターでは、研究の一環として本学薬草園でミツバチを飼っています。
自然豊かな薬草園で採れたハチミツを試食して、ミツバチについて基礎から楽しく学びます。

静岡県立大学 30人 無料 未定 静岡県立大学 chagaku@u-shizuoka-ken.ac.jp

対象：ミツバチに興味のある方。小学生以下は保護
者同伴。
駐車場はありません。

○

39 浜松市浜北区 浜松市消費生活展 1/26(日) 10：00～15：00

食品ロス、マイクロプラスチック、フェアトレード商品についてパネル展示。私たち消費者の
立場でできることを考える場とします。
　体験コーナーでは、レジ袋やめよう運動の一環として、綿100％の布バッグにお絵かきして
マイバッグを作り持ち帰っていただきます。

プレ葉ウォーク浜北
センターコート

定員なし 無料 当日自由参加 浜松市消費者団体連絡会 053-425-8091 雨天決行、持ち物不要 ○

40 裾野市 里山を知る《史跡石造物巡り》 1/19（日） 9：30～15：00

日頃、あまり気がつかない、路地裏には、先人達が造られた石造物があります。その時代と
現代の生活環境との違いが見えてきます。そして、変えてならない環境とは？次世代へ継承
すべきものは？
里山は自然財産です。約8㎞ほど一緒に歩きませんか。

裾野市内ウォーキングコース １５人（小学低学年は親子同伴） ３００円（資料・保険代） １月15日（水） NPO法人里山会公文名ファイブ 090-2689-6913 持ち物：弁当・飲料水・歩きやすい服装・雨天中止 ○

41 裾野市 里山を知る　《輪切りクラフト・竹細工》 2/9(日) 9：30～15：00
 自然素材（木・竹）を使用してのものづくり。輪切りクラフト・竹細工（動物等）を行います。作
品の一部をホームページに掲載（NPO法人里山会公文名ファイブ）
「里山会で検索」

裾野市文化センター
美術室・図工室

１5人（小学低学年は親子同伴） ３００円（資料・保険代） 2月4日（火） NPO法人里山会公文名ファイブ 090-2689-6913 持ち物：弁当・飲料水・普段着 ○

43 函南町 定例観望会
1/25（土）
2/15（土）

18：30～20：00
19：00～20：30

冬の星空は、明るく輝く星々がたくさんあります。望遠鏡を通して見ると、星々が不規則に散
らばっている散開星団やボール状に集まっている球状星団。広範囲に広がったガスやちり
のまとまった姿が見える散光星雲などを見ることができます。
　これらの星々を観察する前に、プラネタリウムでその日に見られる星空を学習していただき

月光天文台 79人 大人 500円　　こども300円 要事前予約 公益財団法人 国際文化交友会 055-979-1428 雨天決行 ○

44 函南町 冬の星空観望会
1/11（土）、1/12（日）
2/22（土）、2/23（日）

18:30～19：30
19:00～20：00

冬の星空は、明るく輝く一等星がたくさんあります。一番明るいシリウスを望遠鏡で通して見
ると、青白くまばゆく光って輝いて見えます。星々が不規則に集まっている散開星団やボー
ル状に集まっている球状星団。広範囲に広がったガスやちりのまとまった姿が見える散光星
雲なども見ることができます。宵の西空には一番星の金星が見られます。

月光天文台 定員なし 大人300円　　こども200円 当日自由参加 公益財団法人 国際文化交友会 055-979-1428 雨天決行 ○

45 函南町 月の特別観望会 2/1（土） 18：30～19：30

冬の星空で見る月は、澄んだ空で見るせいかよけいに煌々と輝いて見えます。半月一日前
の月遠鏡を通して見ると、満月ころに比べてクレーターの凹凸が目立ち、思わず見とれてし
まいます。宵の西空には一番星の金星が見られます。
　年齢に関係なくどなたでも参加できます。

月光天文台 定員なし 大人300円　　こども200円 当日自由参加 公益財団法人 国際文化交友会 055-979-1428 雨天決行 ○

46 函南町 昼間の金星観望会
1/18（土）、1/19（日）
2/8（土）、2/9（日）

14：30～16：30
15：00～17：00

日中の青空の中で星が見えることが不思議に思われることでしょう。本来は星が見えている
のに太陽の光でかき消されて星々が見えないだけです。金星のような明るい星は昼でも見
ることができます。金星は望遠鏡で眺めるとどのように見えるでしょうか。
宵の西空には一番星の金星が見られます。

月光天文台 定員なし 大人600円　　こども300円 当日自由参加 公益財団法人 国際文化交友会 055-979-1428 雨天決行 ○

48 浜松市西区
浜名湖を知って楽しむ環境学習会「海
苔つみ、海苔すき体験学習会」

2/22（土） 13：00～16：00
浜名湖の自然の恩恵を受けて地元の多様な水産業が成り立っています。
浜名湖の名産品の１つである海苔に触れながら、浜名湖の自然の魅力を感じてみません
か。板海苔ができるまでの工程を体験することができますよ。

南海荘（浜松市西区村櫛町5750）

浜松市と
湖西市在
住の小学
生とその

保険代等 １組500 円 2/7（金） 浜名湖の水をきれいにする会 053-453-6149 荒天中止、乗船あり ○

55 牧之原市
プロジェクト・ラーニング・ツリー
　ファシリテーター(一般環境指導員)
養成講座

1/26(日) 9：30～16：00

　プロジェクト・ラーニング・ツリー【PLT】は、森林環境と森林管理についての理解を広げたい
フォレスターたちのニーズに応えつつ開発された「ハンズオン」「参加型」「協同学習」教材で
す。教材内のアクティビティーは、全米で圧倒的な支持を得て、1975年、幼稚園生から高校
生までを対象として開発された環境教育教材です。

片 校 校舎
地内)
静岡県牧之原市片
浜1210

12人

9,000円
（ガイド
ブック・教
材費・保

1/17（金） まきのはら水辺の楽校 090-8471-7742
申し込み方法
　氏名・住所・連絡先・生年月日を明記して、FAX・
e-mailの何れかの方法で申込む

○

56 牧之原市
プロジェクトWET　エデュケーター(一
般環境指導員)養成講座

1/25（土） 9：30～16：00

プロジェクトＷＥＴは、水や水資源に対する認識・知識・理解を深め責任感を促すことを目標
として開発された「水」に関するプログラムです。このプロジェクトＷＥＴのプログラムを活用し
て、幼児から大人までの市民に対して、自然環境の大切さを伝えるための、指導員養成プロ
グラムです。

旧片浜小学校(校舎
地内)
静岡県牧之原市片
浜1210

12人

9,000円
（ガイド
ブック・教
材費・保

1/17（金） まきのはら水辺の楽校 090-8471-7742
申し込み方法
　氏名・住所・連絡先・生年月日を明記して、FAX・
e-mailの何れかの方法で申込む

○

mailto:chagaku@u-shizuoka-ken.ac.jp
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