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平成23年度 実施事業一覧 

環境教育事業 

●「めざせ！ジュニアレンジャー」（ＪＴ助成事業、Ｈ22年度から継続） 

・日時：1月9日「バードフィーダーを作ろう」場所：福祉センター スタッフ：8名 参加者：15名 

・日時：2月27日「認定式」場所：あおばずくホール スタッフ：7名 参加者：16名 

・日時：6月9日「活動成果発表会」場所：アミュー立川 出席者：2名 

●「標本から学ぼう!身近な自然と私たちのくらし」（東京ガス助成事業、Ｈ22年度から継続） 

・「どこでも見にミニ博物館貸し出し」 

・日時：1月17日～1月31日 場所：福生市立第二小学校 

・日時：1月24日～2月4日 場所：つみき保育園  

・日時：2月3日～2月19日 場所：福生市立第五小学校 

・日時：2月21日～3月2日 場所：八王子市立楢原小学校 

・日時：3月4日～3月15日 場所：あきる野市立戸倉小学校 

・日時：3月17日～3月25日 場所：青梅市立河辺小学校  

・日時：6月1日～6月10日 場所：日の出町立平井小学校 

・日時：6月20日～7月1日 場所：あきる野市立屋城小学校 

・日時：7月4日～7月20日 場所：福生市立福生第四小学校 

・日時：9月3日～4日「輝きhands to hands 展示」場所：輝き市民サポートセンター 

・日時：9月30日～10月2日「第１７回野生動物医学会大会」 場所：東京農工大学 

・日時：10月4日～12月4日「福生市郷土資料室企画展『福生周辺の鳥たち～鳥の暮らしと多様性～』」

場所：福生市郷土資料室 日時：11月3日「展示解説会」スタッフ：2名 参加者：28名 

・日時：10月19日～10月25日「東京の自然公園展2011」 場所：東京都庁第一本庁舎南展望室  

・日時：10月15日～10月16日「第41回野鳥の巣箱コンクール作品展示会」 

場所：国営昭和記念公園花みどり文化センター スタッフ：5名 

・「夏休み親子標本教室」 

・日時：8月3日「しくみ編」場所：福生市立福生第五小学校理科室 スタッフ：4名 参加者：7名 

 ・日時：8月13日「なかみ編」場所：福生市立福生第五小学校理科室 スタッフ：4名 参加者：11名 

・日時：8月20日「しくみ編」場所：福生市立福生第五小学校理科室 スタッフ：5名 参加者：5名 

 

●「アライグマ調査」（西武信金助成事業） 

・日時：3月12日（土）場所：福生市熊川地区 スタッフ：3名 
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・日時：5月7日（土）9：45～15：30 場所：小峰公園、福生地区 スタッフ：5名 参加者：14名 

●「福生水辺の楽校」（福生水辺の楽校運営協議会より受託） 

・「多摩川で遊ぼう！」 

・日時：12月12日「手作り凧あげ＆ネイチャークラフト」場所：多摩川中央公園 

 スタッフ：8名 参加者：子ども33名、大人19名 

・日時：1月10日「川原のゴミ拾い＆餅つき大会」場所：川の志民館、桜公園 

 スタッフ： 10名 参加者：子ども30名、大人20名 

・日時：2月13日「多摩川でキクイモ掘り」場所：多摩川中央公園 

 スタッフ：7名 参加者：子ども19名、大人8名  

・日時：3月6日「秋川漁協マスヤマメ釣り解禁」場所：福生南公園 

 スタッフ：5名 参加者：子ども25名、大人14名 

・日時：4月24日「ヨモギ団子を作って食べよう」場所：川の志民館、中央公園 

 スタッフ：8名 参加者：子ども39名、大人22名 

・日時：5月8日「多摩川バードウォッチング」場所：柳山公園～多摩川 

スタッフ：9名 参加者：子ども26名、大人16名 

・日時：6月5日「プールのヤゴ救出作戦」場所：多摩川中央公園市営プール 

 スタッフ：8名 参加者：子ども61名、大人30名 

・日時：7月10日「多摩川の魚を捕まえよう」場所：川の志民館、多摩川 

 スタッフ：8名 参加者：子ども33名、大人17名 

・日時：7月24日「多摩川の源流へ行こう」場所：山梨県小菅村 

スタッフ：9名 参加者：子ども15名、大人14名 

・日時：8月28日「いかだで冒険、多摩川で泳ごう」場所：川の志民館、多摩川 

 スタッフ：8名 参加者：子ども31名、大人21名 

・日時：9月11日「バッタをゲット」場所：福生南公園 

 スタッフ：6名 参加者：子ども15名、大人10名 

・日時：10月2日「多摩川で生きもの観察」場所：かに坂公園 

 スタッフ：8名 参加者：子ども21名、大人9名 

・日時：11月13日「多摩川バードウォッチング」場所：柳山公園 

 スタッフ：8名 参加者：子ども22名、大人11名 

・日時：12月11日「ネイチャークラフト」場所：川の志民館 

 スタッフ：7名 参加者：子ども25名、大人15名 
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・「多摩川サポーターズ」 

・日時：4月24日「川原の草花を食べよう」場所：川の志民館、中央公園 

 スタッフ：8名 参加者：子ども9名、大人5名 

・日時：7月10日「多摩川で釣った魚を食べてみよう」場所：川の志民館、多摩川 

 スタッフ：2名 参加者：子ども1名、大人4名 

・日時：8月28日「いかだを作ろう」場所：川の志民館、多摩川 

 スタッフ：3名 参加者：子ども1名、大人5名 

●「市民環境大学『ふっさECOカフェ』」（福生市環境課より受託） 

・日時：7月2日 場所：あおばずくホール スタッフ：2名 参加者：19名 

・日時：7月9日 場所：市内の畑 スタッフ：2名 参加者：17名 

 ・日時：7月25日 場所：市内の畑 スタッフ：2名 参加者：6名  

・日時：9月17日 場所：福生市中央公民館調理室 スタッフ：2名 参加者：20名 

・日時：11月19日 場所：福生市立福生第三中学校調理室 スタッフ：4名 参加者：12名  

 ・日時：10月10日 場所：市内の畑 スタッフ：1名 参加者：11名 

・日時：10月10日 場所：市内の畑 スタッフ：1名 参加者：11名 

・日時：11月14日 場所：市内の畑 スタッフ：1名 参加者：3名 

・日時：11月21日 場所：市内の畑 スタッフ：1名 参加者：1名 

・日時：12月10日 場所：川の志民館 スタッフ：1名 参加者：8名 

●「環境学習教員研修」（福生市環境課より受託） 

・日時：8月1日 場所：川の志民館、多摩川 スタッフ：2名 参加者：12名 

●「フォレスト・イン昭和館 北の森へ出かけよう」（フォレスト・イン昭和館との協働事業） 

・「森の玉手箱」 場所：フォレスト・イン昭和館コスモス 

・日時：5月3日 スタッフ：7名 来場者：約100名 

・「北の森散策会」場所：フォレストイン昭和館北の森 

・日時：1月16日 スタッフ：2名 参加者：9名 

・日時：2月20日 スタッフ：2名 参加者：10名 

・日時：4月17日 スタッフ：3名 参加者：7名  

・日時：5月3日 スタッフ：4名 参加者：22名  

・日時：5月15日 スタッフ：4名 参加者：11名  

・日時：6月19日 スタッフ：5名 参加者：16名  

・日時：7月17日 スタッフ：5名 参加者：16名  
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・日時：8月21日 スタッフ：5名 雨天により中止 

・日時：9月18日 スタッフ：2名 参加者：12名  

・日時：10月16日 スタッフ：2名 参加者：15名  

・日時：11月20日 スタッフ：4名 参加者：13名  

・日時：12月18日 スタッフ：2名 参加者：6名  

●「福生刀製作プロジェクト」（福生市郷土資料室との協働事業） 

・日時：2月5日「刀鍛冶見学」場所：八王子市恩方 スタッフ：1名 参加者：15名 

・日時：2月20日「たたら製鉄」場所：八王子市恩方 スタッフ：1名 参加者：4名 

●「五日市児童館自然体験事業」（あきる野市五日市児童館より受託） 

・「自然観察会」 

・日時：1月 15日 場所：五日市郷土館 スタッフ：1名 参加者：3名 

・日時：5月 14日 場所：小床田んぼ スタッフ：1名 参加者：16名 

・日時：6月 11日 場所：五日市小学校周辺 スタッフ：1名 参加者：14名 

・日時：7月 9日 場所：秋川あゆみ橋上流 スタッフ：1名 参加者：19名 

・日時：9月 10日 場所：小庄田んぼ スタッフ：1名 参加者：19名 

・日時：11月 12日 場所：阿伎留神社周辺 スタッフ：1名 参加者：20名 

・日時：12月 10日 場所：秋川河原(あゆみ橋上流)  スタッフ：1名 参加者：21名 

・「五日市少年探検隊」 

・日時：6月 18日 場所：横沢入 スタッフ：2名 参加者：10名 

・日時：9月 17日 場所：金毘羅山 スタッフ：2名 参加者：8名 

・日時：10月 15日 場所：五日市児童館 スタッフ：2名 参加者：10名 

●「小中学校授業支援」 

・福生市立福生第一小学校 

・日時：5月26日「多摩川の石」場所：かに坂公園周辺 スタッフ：1名 参加者：4年生約70人  

・日時：6月7日「多摩川の水生生物」場所：かに坂公園周辺 スタッフ：1名 参加者：4年生約70名  

・日時：10月6日「昆虫」場所：かに坂公園 スタッフ：1名 参加者：4年生約70名  

・日時： 10月6日「昆虫」場所：かに坂公園 スタッフ：1名 参加者：4年生約70名  

・日時：11月22日「野鳥観察」場所：柳山公園 スタッフ：4名 参加者：4年生約70名  

・福生市立福生第二小学校 

・日時：1月18日「野鳥観察」場所：多摩川睦橋周辺 スタッフ3名 参加者：5年生約80名 

・日時：1月25日「野鳥観察」場所：多摩川睦橋周辺 スタッフ3名 参加者：5年生約80名 

・福生市立福生第三小学校 
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・日時：11月1日「多摩川の生きもの」場所：多摩川 スタッフ3名 参加者：2年生約70名  

・福生市立福生第四小学校 

・日時：9月27日「昆虫」場所：かに坂公園 スタッフ：1名 参加者：3年生約50名 

・福生市立福生第五小学校 

・日時：1月24日「事前観察会」場所：第五小学校周辺 スタッフ：2名 参加者：約50名 

・日時：2月4日「全校観察会」場所：第五小学校周辺 スタッフ：9名 参加者：１～6年生約270名 

・日時：1月14日「巣箱調査」場所：第五小学校 スタッフ：1名 参加者：6年生約50名  

・日時：2月17日「巣箱調査発表」場所：第五小学校 スタッフ：1名 参加者：6年生約50名 

・日時：4月18日「事前観察会」場所：第五小学校周辺 スタッフ：2名 参加者：約50名 

・日時：4月25日「全校観察会」場所：第五小学校周辺 スタッフ：9名 参加者：１～6年生約280名 

・福生市立福生第六小学校 

・日時：4月26日「野鳥観察」場所：六小～多摩川 スタッフ3名 参加者：2年生約80名  

・日時：8月31日「昆虫」場所：多摩川かに坂公園付近 スタッフ：1名 参加者：2年生約90名 

・日時：9月9日「昆虫」場所：かに坂公園 スタッフ：1名 参加者：1年生約60名  

・日時：10月14日「昆虫、植物」場所：かに坂公園 スタッフ：1名 参加者：1年生約60名 

・日時：11月22日「多摩川の魚」場所：福生第六小学校 スタッフ：1名 参加者：4年生約90名 

・福生市立福生第七小学校 

・日時：7月7日「魚とり」場所：多摩川中央公園水路 スタッフ：1名 参加者：3年生約70名 

・日時：7月12日「魚とり」場所：多摩川中央公園水路 スタッフ：1名 参加者：5年生約70名  

・日時：7月15日「自然観察」場所：ほたる公園 スタッフ：1名 参加者：1年生約60名  

・日時：8月30日「魚とり」場所：多摩川五日市線鉄橋付近 スタッフ：1名 参加者：4年生約50名 

・日時：9月13日「昆虫」場所：多摩川中央公園 スタッフ：1名 参加者：1年生約60名  

・日時：9月13日「昆虫」場所：多摩川中央公園 スタッフ：1名 参加者：3年生約70名  

・日時：10月6日「増水後の多摩川」場所：多摩川中央公園 スタッフ：1名 参加者：4年生約50名 

・日時：11月16日「落ち葉」場所：福生第七小学校校庭 スタッフ：1名 参加者：1年生約60名 

・あきる野市立戸倉小学校 

・日時：5月2日「全校はばたき」場所：戸倉小学校周辺 スタッフ：3名 参加者：約30名 

・日時：10月28日「全校はばたき」場所：高月周辺の秋川 スタッフ：3名 参加者：約30名 

・あきる野市立屋城小学校 

・日時：2月15日「野鳥観察」場所：屋代小学校周辺多摩川 スタッフ：2名 参加者：約100名 

・日時：2月17日「野鳥観察」場所：屋代小学校周辺多摩川 スタッフ：2名 参加者：約100名 
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・日時：2月18日「野鳥観察」場所：屋代小学校周辺多摩川 スタッフ：2名 参加者：約100名 

・日時：6月20日「野鳥観察」場所：屋城小学校周辺多摩川 スタッフ：2名 参加者：約90名 

・日時：6月21日「野鳥観察」場所：屋城小学校周辺多摩川 スタッフ：2名 参加者：約100名 

・日時：6月23日「野鳥観察」場所：屋城小学校周辺多摩川 スタッフ：2名 参加者：約90名 

・八王子市立楢原小学校 

・日時：2月21日「野鳥観察」場所：楢原小学校 スタッフ：2名 参加者：6年生約40名 

・日時：2月21日「野鳥観察」場所：楢原小学校周辺浅川 スタッフ：2名 参加者：5年生約50名 

・日時：2月28日「野鳥観察」場所：楢原小学校周辺浅川 スタッフ：2名 参加者：6年生約40名 

・日時：3月1日「野鳥観察」場所：楢原小学校周辺浅川 スタッフ：2名 参加者：5年生約50名 

・青梅市立河辺小学校 

・日時：12月19日「野鳥観察」場所：多摩川河辺河原 スタッフ：3名 参加者：2年生約80名 

・武蔵野市立関前南小学校 

・日時：9月14日「水生生物」場所：檜原村笹野の秋川 スタッフ：2名 参加者：4年生約50名 

・武蔵野市立千川小学校 

・日時：10月12日「水生生物」場所：檜原村笹野の秋川 スタッフ：2名 参加者：4年生約60名 

・日の出町立平井小学校 

・日時：6月１日「野鳥観察」場所：平井小学校とその周辺 スタッフ：2名 参加者：3年生約40名  

・日時：6月2日「野鳥観察」場所：平井小学校とその周辺 スタッフ：2名 参加者：4年生約40名 

・日時：6月8日「野鳥観察」場所：平井小学校とその周辺 スタッフ：2名 参加者：5年生約50名 

・日時：6月10日「野鳥観察」場所：平井小学校とその周辺 スタッフ：2名 参加者：6年生約40名 

・瑞穂町立瑞穂第五小学校 

・日時：5月26日「自然遊び」場所：都立六道山公園 スタッフ：3名 参加者：1，2年生約60人 

・日時：8月30日「自然遊び」場所：瑞穂第五小学校周辺 スタッフ：2名 参加者：1、2年生約60名 

・日時：9月5日「自然遊び」場所：瑞穂第五小学校周辺 スタッフ：2名 参加者：3年生約30名 

・日時：9月12日「自然遊び」場所：瑞穂第五小学校周辺 スタッフ：2名 参加者：4年生約30名 

・福生市立福生第一中学校 

・日時：9月15日「わが町の宝探し」場所：川の志民館 スタッフ：1名 参加者：12名 

・福生市立福生第二中学校 

・日時：9月16日「宝探し」場所：柳山公園 スタッフ：1名 参加者：6名 

・福生市立福生第三中学校 

・日時：9月6日「宝探し」場所：川の志民館 スタッフ：1名 参加者：6名 
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●「野鳥保護活動実習」（日本獣医生命科学大学獣医保健看護学科より受託） 

・日時：11月28、29日 場所：川の志民館、多摩川 スタッフ：2名 参加者：3年生18名 

・日時：12月6日、7日 場所：川の志民館、多摩川 スタッフ：3名 参加者：3年生17名 

●「みんなで楽しむアウトドアライフ～紅葉とハイキング～」（東京YWCAより受託）環境教育 

・日時：11月 13日 場所：御岳山 スタッフ：1名 参加者：3名 

●「野の花撮影実践講座」（福生自然写真の会より受託）環境教育 

・日時：11月12日 場所：多摩川永田地区 スタッフ：1名 参加者：6名 

●「野鳥の観察」（多摩川と生きる昭島市民の会より受託）環境教育 

・日時：12月 10日 場所：多摩川（昭島市民プールから日野用水堰） スタッフ：1名 参加者：7名 

調査研究事業 

●「鳥類標識調査」（フォレスト・イン昭和館との協働事業） 

・日時：1月5日、6日 場所：フォレストイン昭和館北の森 スタッフ：3名 参加者：3名 

●「モニタリングサイト1000 鳥類調査」（（財）日本野鳥の会との協働事業） 

・日時：12月26日 場所：三頭山都民の森 スタッフ：2名 

●「河川生態学術研究会多摩川研究グループ第２回発表会」（（財）リバーフロント整備センター主催） 

・日時：12月9日 場所：立川市民会館アミューたちかわ 発表者：1名 参加者：約50名 

●「多摩川市民による外来植生調査」（とうきゅう環境財団の助成事業） 

・日時：4月1日～12月31日 場所：多摩川（青梅市～河口） スタッフ：2名（のべ150名） 

保護事業 

●「傷病野生鳥獣の一時保護飼養」（東京都環境局より受託） 

・日時：1月1日～12月31日 場所：事務所 スタッフ：のべ730名 

●「野鳥放鳥訓練施設管理運営」（東京都多摩環境事務所との協働事業） 

・日時：1月1日～12月31日 場所：東京都林業試験林内 スタッフ：のべ90名 

●「野鳥の巣箱コンクール作品展示会」（東京都多摩環境事務所主催、ブース出展協力） 

・日時：10月15日、16日 場所：昭和記念公園花みどり交流センター スタッフ：6名 

●「埼玉県鳥獣保護員研修会『違法飼養への対応について』」（埼玉県環境部自然環境課より受託） 

・日時：11月8日 場所：東松山市民文化センター スタッフ：1名 参加者：約80名 

●「第17回野生動物医学会大会ＮＰＯブース出展」 

・日時：9月30日～10月2日 場所：東京農工大学 スタッフ：2名 

●「第19回野鳥密猟問題シンポジウムin大阪事例発表」（全国野鳥密猟対策連絡会主催） 

・日時：12月17日、18日 場所：山西福祉記念会館（大阪府）スタッフ：2名 参加者：約120名  

環境創造支援事業 

●「カワラノギクプロジェクト」（国土交通省京浜河川事務所・福生市環境課・明治大学・カワラノギ
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クの保全・復元をめざす多摩川市民の会の協働事業） 

・「市民の会」活動事務局 

・日時：1月4日「代表者会議」場所：あおばずくホール スタッフ：2名 参加者：5名  

・日時：1月30日「総会」場所：あおばずくホール スタッフ：2名 参加者：7名 

・日時：4月21日「連絡会議」場所：明治大学生田キャンパス スタッフ：2名 出席者：7名 

・日時：6月25日「実生調査」 場所：多摩川永田地区 スタッフ：2名 参加者：20名 

・日時：7月23日「植生管理」場所：多摩川永田地区 スタッフ：2名 参加者：31名 

・日時:10月30日「開花調査」場所：柳山公園～多摩川永田地区 スタッフ：2名 参加者：40名 

・日時：11月27日「自生地調査」場所：羽村堰周辺 スタッフ：1名 参加者：7名  

・日時:12月23日「種子採取」場所：柳山公園～多摩川永田地区 スタッフ：2名 参加者：9名  

・「カワラノギク保全活動」（ＮＰＯ法人アースウォッチ・ジャパンとの協働事業） 

・日時:10月18日「ミニトーク」場所：丸の内さえずり館 発表者：1名 参加者：18名 

・日時:10月5日「訪花昆虫調査」場所：多摩川永田地区 スタッフ：4名 参加者：10名  

・「第９回多摩川こどもシンポジウムポスター発表」（多摩川流域水辺の楽校連絡協議会主催） 

・日時:12月3日 場所：狛江エコルマホール スタッフ：1名 

●「福生市緑地樹木等調査」（福生市建設部施設課より受託） 

・日時：1月15日 場所：日光橋公園、みずくらいど公園 スタッフ：3名 参加者：15名 

・日時：1月22日 場所：みずくらいど公園 スタッフ：3名 参加者：19名 

・日時：2月5日 場所：みずくらいど公園 スタッフ：2名 参加者：17名 

・日時：10月23日 場所：原ケ谷戸どんぐり公園 スタッフ：3名 参加者：10名 

・日時：11月6日 場所：原ケ谷戸どんぐり公園 スタッフ：3名 参加者：8名 

・日時：11月26日 場所：原ケ谷戸どんぐり公園 スタッフ：3名 参加者：12名 

・日時：12月4日 場所：原ケ谷戸どんぐり公園 スタッフ：3名 参加者：12名  

交流事業 

●「会報発行」 

・日時：3月1日 場所：アカデミー事務所 スタッフ：のべ6名 

・日時：6月1日 場所：アカデミー事務所 スタッフ：のべ12名 

・日時：9月1日 場所：アカデミー事務所 スタッフ：9名 

・日時：12月1日 場所：アカデミー事務所 スタッフ：2名 

●「会員交流会」 

・日時：2月7日 場所：福祉センター及び下の川緑地 スタッフ：1名 参加者：8名 
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・日時：3月7日 場所：福祉センター スタッフ：1名 参加者：6名 

・日時：4月4日 場所：福祉センター及び多摩川土手 スタッフ：1名 参加者：12名 

・日時：6月6日 場所：福祉センター及び下の川緑地～鍋二公園 スタッフ：1名 参加者：4名 

・日時：7月4日 場所：福祉センター スタッフ：1名 参加者：8名 

・日時：9月5日 場所：福祉センター及びホタル公園周辺 スタッフ：1名 参加者：8名 

・日時：10月3日 場所：福祉センター及び中福生公園 スタッフ：1名 参加者：7名 

・日時：11月7日 場所：福祉センター及び多摩川中央公園 スタッフ：1名 参加者：9名 

・日時：12月5日 場所：福祉センター及びホタル公園周辺 スタッフ：1名 参加者：8名 

●「あおばずくナイト」 

・日時：1月24日 場所：あおばずくホール 参加者：13名 

・日時：2月23日 場所：あおばずくホール 参加者：11名 

・日時：4月28日 場所：あおばずくホール 参加者：15名 

・日時：5月25日 場所：あおばずくホール 参加者：10名 

・日時：6月25日 場所：あおばずくホール 参加者：11名 

・日時：7月29日 場所：あおばずくホール 参加者：9名 

・日時：11月9日 場所：あおばずくホール 参加者：5名 

・日時：12月23日 場所：あおばずくホール 参加者：25名 

●「シルクでつながるコミュニティー」（ＦＶＡＣ助成事業） 

・日時：5月30日 場所：あおばずくホール スタッフ：2名 参加者：10名  

・日時：8月29日 場所：あおばずくホール スタッフ：2名 参加者：14名  

・日時：11月28日 場所：あおばずくホール スタッフ：2名 参加者：14名  

●「全国野鳥保護のつどい」(環境省、財団法人日本鳥類保護連盟主催)  

・日時：5月15日 場所：ヒルトン東京 参加：1名 

●「第9回ふっさ環境フェスティバルブース出展」（ふっさ環境フェスティバル実行委員会主催） 

・日時：6月5日 場所：多摩川中央公園 スタッフ：15名 

●「魅力あるまちづくりシンポジウム『市民によるわがまちの宝さがし発表会』発表」（福生市主催） 

・日時：6月12日 場所：福生市民会館小ホール 発表者：2名 


