里 地 里山フェスティバ ル

イベントプログラム

！

公共の交通機関利用（公共の交通機関をご利用ください）
・ＪＲ大森駅、京急平和島駅からバス＋徒歩 5 分
・ＪＲ品川駅からバス＋徒歩 5 分
今年は駐車場がありません。
※詳細は公園HP の利用案内
・ 東京モノレール流通センター駅から徒歩 15 分 車でのご来場はご遠慮ください。《公園までのアクセス》
をご覧ください

イベントNo.

A1

野菜収穫体験（畑で実施）

自然生態園内 畑の横集合

A2
A3

うぐいすぶえ作り

自然学習センター

開催時間
注意事項
①10：30〜11：30（9：30 整理券） 各回とも約100組
（1 家族 1 回厳守）
②13：30〜14：30（12：30 整理券）
無くなり次第終了
10：00〜12：00

作って回そう、どんぐりゴマ

自然学習センター

10：00〜12：00

無くなり次第終了

A4

ミニすだれ作り

自然学習センター

13：00〜15：00

無くなり次第終了

イネの脱穀（だっこく）体験

自然学習センター前集合

13：00〜15：00（無くなり次第終了） 雨天中止

畑奥の炭焼き窯
自然生態園入口受付
自然生態園入口そば
自然生態園入口そば

10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00

A5
A3
A6
A7
A8
A9

イベント名

集合場所・開催場所
総合案内所で整理券配布

竹炭焼き
自然生態園観察ツアー
「東京港グリーンボランティア」の紹介
縁日（えんにち）

雨天中止
雨天中止

B1

いきものスタンプラリー（9 :00 〜 ラリー帳配布） 総合案内所
（NCでも配布） 10：00〜15：00（無くなり次第終了）参加者全員プレゼントあり

B2

お土産の配布コーナー（ブルーベリーの苗木）

総合案内所

10：00〜無くなり次第終了

楽しい写真教室

総合案内所

①10：30〜12：00 ②13：30〜15：00

B3

（プロカメラマン真島香さんがワンポイントアドバイス）

（事前申し込み

申し込み多数の場合抽選）

先着 200 組
（１家族１本厳守）
各回定員 15 名
下記「*1」をご覧ください

豚汁配布
芝生広場
軽食販売コーナー KITCHEN まめちゃか まごころ食堂 芝生広場
区内障害者福祉施設の自主生産品販売（心を込めて作りました） 芝生広場

12：00〜無くなり次第終了
10：00〜

寄せ植え体験教室

芝生広場

総合案内所で整理券配布

500 円
13：30〜15：00（12:00 整理券） 有料
先着 15 組

C5

里山ストリートライブ音楽会

芝生広場

10：30〜15：00

C6

間伐材の割り箸ゴム銃づくり

芝生広場

（100 円）
10：00〜15：00（無くなり次第終了）有料

C7

日本野鳥の会書籍・グッズ販売

C1
C2
C3

大田区生産活動支援施設連絡会

C4

園芸研究家（NHK 趣味の園芸講師） 杉井志織さん
西村崇史とスィンギンポストマン、みたあきこ
〜的をねらいたおせ！〜
認定 NPO 法人 JUON
（樹恩）NETWORK

10：00〜無くなり次第終了

有

料

菓子類・雑貨類
有料

C10

芝生広場
10：00〜15：00
江戸園芸ツツジの紹介および無料配布・緑化相談 芝生広場 10:00 〜 15:00（江戸園芸ツツジのDVD・パンフレットなど 苗木 150 鉢
（無料）
公益財団法人 東京都都市づくり公社
無料配布、緑化相談）
10:00 〜 15:00（ミニ自然観察会はブース前にて随時受付、 ミニ自然観察会
セミの抜け殻を見分けてみよう！／ミニ自然観察会
芝生広場
（各回定員 10 名）
NACS-J 自然観察指導員東京連絡会（ＮＡＣＯＴ）
定員内で随時実施予定）
ネイチャークラフト 海の森公園ボランティア
芝生広場
10：00〜15：00

C11

野生研の活動報告・クイズラリー

芝生広場

10：00〜15：00

C12

秋の自然発見！〜タネの不思議〜

芝生広場

10：00〜15：00
10：00〜15：00

C8
C9

日本獣医生命科学大学野生生物研究会

NPO 法人樹木・環境ネットワーク協会

参加費 10 円／回

D１

冬鳥
（カモ・タカの仲間）
を見つけよう

東観察広場

E1

知ってるようで知らないスズメのはなし

NC2 階 視聴覚室

E2

スズメのマグネットをつくろう！

NC3 階

E3

潮ぐるスペシャル「自然観察って面白い！」

NC１階ボランティアコーナー 10：30〜12：00（10:00 から受付） 定員 30 名

E4

NC1 階 企画展示室

E5

ボランティアガイド作品展
海からのおくりもの 貝がらで飾りを作ろう

E6

いきものスタンプラリー（9 :00 〜 ラリー帳配布） NC2 階（総合案内所でも配布） 10：00〜15：00（無くなり次第終了）参加者全員プレゼントあり

北海道教育大学函館校国際地域学科
株式会社 鳥

准教授

三上修さん

スズメ社鳥

大森 海苔のふるさと館

ＮＣ１階 図書コーナー

13：00〜14：15（当日 12：30 申し込み） 先着 60 名
11：00〜14：00

30 分ごとに全 6 回

（受付は 10：30〜各回受付。先着順）

各回 20 名

9：00〜16：30
①10：00〜12：00 ②13：00〜15：00

先着 200 名

*1 東京港埠頭（株）HP「海上公園なび」を検索して「楽しい写真教室」から申し込んでください。
イベントの内容、場所、時間は変更の可能性がありますのでご了承下さい。 なおイベントの最新状況は東京港野鳥公園に直接問い合わせるかＨＰをご覧ください。

野鳥公園の最新状況

東京港野鳥公園 HP
野鳥公園の概要、利用案内、イベント情報、その日確認された野鳥のリストなどの
情報が載っています

http://www.wildbirdpark.jp/

NPO法人 東京港グリーンボランティア 公式サイト
野鳥公園の最新の活動状況、最新のイベント予定や紹介が載っています

http://blog.livedoor.jp/tokyo̲gv/

東京港野鳥公園ボランティアガイドブログ
野鳥公園の今観察できる野鳥、昆虫、植物の最新情報をいち早くお届けしています

http://tokyokovg.seesaa.net/

発行：東京港野鳥公園イベント実行委員会 2018.9（無断複製・転写禁止）
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