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●野外観察「秋のきのこ観察講座」［早雲公園

（箱根町）］

日時／10月19日（土） 10:00～15:30
対象／小学4年生～大人 20人
申込締切／10月1日（火）

●野外観察「動物ウォッチング～動物のしぐさ

を観察しよう～」［横浜市立野毛山動物園］

日時／10月26日（土） 10:00～15:00
対象／小学生とその保護者 20人
申込締切／10月8日（火）

●講義と展示解説「地球46億年ものがたり ⑤

地震のはなし ⑥元素の濃集 鉱物のはなし 

⑦生命誕生 最古の生命のはなし」［博物館］

日時／⑤10月27日（日） ⑥11月24日（日） ⑦12月
22日（日） 各13:30～15:30
対象／中学生～大人 各回30 人
申込締切／⑤10月8日（火） ⑥11月5日（火） ⑦12
月3日（火）

●野外観察「秋の地形地質観察会」［河村城

址周辺（山北町）］

日時／11月3日（日・祝） 10:00～15:00
対象／小学4年生～大人 40人
申込締切／10月15日（火）

●室内実習と野外観察「先生のための地層と

化石入門2013」［博物館と谷ケ周辺（山北町）］

日時／11月9日（土）・10日（日） 各10:00～16:30
対象／教員・大人 10人
申込締切／10月22日（火）

●野外観察「中学生火山講座」［真鶴半島］

日時／12月21日（土） 各10:00～15:00
対象／中学生とその保護者 25人
申込締切／12月3日（火）

●室内実習「魚をもっと知りたい人のための魚

類学講座」［博物館］

日時／①1月11日（土）・12（日） ②2月8日（土）・9日
（日） 各9:10～16:00
対象／高校生～大人　各回10人
申込締切／①12月17日（火） ②1月21日（火）

●野外観察「冬芽の観察」［未定］

日時／1月18日（土） 10:00～16:00
対象／小学4年生～大人 40人
申込締切／12月17日（火）

催 し 物 の ご 案 内

～益田一と日本の魚類学～

魚類図鑑に生涯を捧げたDANDY

7月20日（土）~11月4日（月・振）

観覧料（常設展を含む）
20～64歳（学生を除く）　710円
20歳未満・学生　　　　　　400円
高校生・65歳以上　　　　200円
中学生以下　　　　　　　　無料

博物館ちょこっと体験コーナー

（愛称 ： ちょこな）
　小さなお子様から大人まで楽しめる体

験型のミニプログラムです。 プログラム内

容は日替わり制です。

開催日／毎週土曜日・日曜日（毎月第 1・
3 週を除く）・祝日

開催時間／10:00 ～12:00、 13:30 ～15:30
申込み方法／当日受付

サロン ・ ド ・ 小田原

○第 107 回 『虫と 「向き合う」』

日時／ 9月 28日 （土） 17:30 ～ 18:30
講師：川島 逸郎 （昆虫・生物画家） 

○第 108 回 『クマの 365日、 クマと山』

日時／ 11月30日 （土） 17:30 ～ 18:30
講師：小坂井 千夏 （日本学術振興会 
特別研究員 RPD） 

　講演会や交流会を通じて、 学芸員や

自然史の達人等と気軽に語り合う集い

です。 当日受付 （無料）。

　交流会 （18:40 ～） は有料で事前申

込が必要です。 （Fax:0465-23-8846 ま
たは 葉書にて〒 250-0031小田原市入

生田 499、 博物館内友の会事務局へ）

※友の会との共催です。

　『アンデスを越えて

―南米パタゴニアの

火山地質調査から―（仮称）』

12月14日（土）～2014年2月23日（日）

　この企画展では、南米大陸南部のア
ンデス山脈からパタゴニア大平原にみら
れる火山の姿と、その周辺の自然を紹介
します。
観覧料／無料（常設展は別料金）

子ども自然科学ひろば よろずスタジオ

毎月第 3日曜日　13:00 ～ 15:00
　さまざまな実験や観察を通して、子ども

たちが自然科学を身近に感じられるイベ

ントです。

※友の会との共催です。

折り紙ひろば

毎月第 1 日曜日　13:00 ～ 15:00
　学習指導員と一緒に、 折り紙でさま

ざまな恐竜を折ります。

催し物への参加について

　講座名、 開催日、 代表者の住所・電話

番号、申込者全員の氏名・年齢を明記の上、

往復はがきにて郵送、 または博物館ホー

ムページからお申込ください。 応募者多数

の場合は抽選となります。 抽選で落選した

方に対し、 キャンセル待ちの対応を行いま

す。 ご希望の方は、 お申込時に、 その旨

をご記入ください。 参加費は無料ですが、

講座により傷害保険 （1人・ 1日 50 円） へ

の加入をお願いすることがあります｡小学 3
年生以下の場合は、 保護者の付き添いを

お願いいたします。複数日にわたる講座は、

全日程への参加が条件です。 野外観察は

雨天中止です。

問合せ先
神奈川県立生命の星・地球博物館

企画情報部 企画普及課

所在地 〒 250-0031 小田原市入生田 499
電 話    0465-21-1515
ホームページ http://nh.kanagawa-museum.jp/

ライブラリー通信

海辺の漂着物ハンドブック
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　「ビーチコーミング」 って知っていますか？ 浜辺を歩いて流れ着いたものを拾うことを

「ビーチコーミング」 と言います。 浜辺にはいろんな物が流れ着きます。 海の物、 川

から流れてきた野山の物、 自然物以外に人工物も見つかります。 『海辺の漂着物ハン

ドブック』 （浜口哲一 著） ではそういった浜辺に流れ着く漂着物たちのうち、 代表的な

物を紹介しています。

　また本書ではビーチコーミングの様々な楽しみ方も紹介しています。 どんなところに

注目して観察したら良いか分からない時は、 参考にしてみても良いかもしれません。

例えば貝を集めてコレクションしたり、 外国から流されてきた物を探したりしても楽しい

のではないでしょうか。 流されているうちに形が変わった漂着物の正体は何なのか、 ど

こから流れてきたのかなどに思いを馳せるのも楽しいですね。

　風の穏やかな天気の良い日は、 本書をポケットに忍ばせて浜辺を散歩してみてはい

かがでしょう？ 思わぬお宝に巡り合えるかもしれません。

お詫び
 本誌第 19 巻 2 号 （通巻 73 号） では、

9~16 頁とすべきところ、 1~8 頁として印刷し

ました。 第 19 巻では 9~16 を欠頁とし、 今

号は 17~24 頁としました。
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