
問合せ先
藤前干潟ふれあい事業実行委員会事務局
（名古屋市環境学習センター内）
環境省名古屋自然保護官事務所

052-223-1067

T E L Eメール

a2662@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

052-389-2877

藤前干潟クリーン大作戦実行委員会事務局

稲永ビジターセンター 052-389-5821

NPO法人 藤前干潟を守る会 080-5157-2002

藤前活動センター 052-309-7260

WB-NAGOYA@env.go.jp

cleanupfujimae@gmail.com

名古屋市野鳥観察館 052-381-0160
090-6399-9774

nagoya.kansatukan@car.ocn.ne.jp

info@fujimae.org
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「なごや環境大学」実行委員会 052-223-1223 jimu@n-kd.jp8

事　業　名 対　象 内　　容 日　程 問合せ先

ひがたにくるトリ、どんなトリ？

サイエンスカフェ

藤前干潟写真展 ～藤前干潟の魅力～
in MPギャラリー
エコパルなごやマンスリー展示

子どもから大人までどなたでも
（小学生以下は保護者同伴）

子どもから大人まで
どなたでも

子どもから大人まで
どなたでも

どなたでも

どなたでも

どなたでも

Coming soon…

Coming soon…

干潟の野鳥紹介の後、鳥のミニ
模型へ色塗りをします

パートナーシップ事業
事　業　名 主催・問合せ先 日　程

愛岐の里山たいけん隊 ～秋の里山に行こう！～

干潟の学校　ミサゴ＆冬鳥ウォッチング

第１回 環境省レンジャー写真展2021 in 飛島村すこやかセンター

環境省 藤前干潟写真展 in 東邦ガス ガスエネルギー館

渡り鳥調査隊 ～藤前干潟の野鳥を観察しよう～

11月13日（土）
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11月20日（土）

11月27日（土）

11月2日（火）～
12月末
11月2日（火）～
11月30日（火）

12月5日（日）

秋～冬頃

11月12日（金）～12月16日（木）

NPO法人藤前干潟を守る会 

2

未定
12月5日（日）

企画展 「もし君が干潟の生きものになったら」 3稲永ビジターセンター ～11月30日（火）

冬鳥ウオッチング＆カモの足型とり 76名古屋市野鳥観察館・
NPO法人藤前干潟を守る会共催 12月4日（土）

企画展 「藤前干潟のハンター展」 4藤前活動センター ～12月19日
カワザンショウガイ調査 7NPO法人藤前干潟を守る会 12月19日（日）

今日からはじめる ばーどらいふ展！
石ころ干潟観察会＆ミサゴウォッチング

6名古屋市野鳥観察館 10月16日（土）～
2022年1月10日（月・祝）

ごみと水を考える集い 5藤前干潟クリーン大作戦実行委員会 1月23日（日）
カモかもウオッチング 7NPO法人藤前干潟を守る会 2月12日（土）
初干潟 7NPO法人藤前干潟を守る会 3月5日（土）

環境省名古屋自然保護官事務所
11月6日（土）2環境省名古屋自然保護官事務所

第２回 レンジャー写真展2021 in 農業文化園・戸田川緑地 12月21日（火）～1月16日（日）2環境省名古屋自然保護官事務所

環境省名古屋自然保護官事務所

下表のとおり名古屋市野鳥観察館 6
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「なごや環境大学」実行委員会

協力事業
事　業　名 主催・問合せ先 日　程

21’秋の藤前干潟クリーン大作戦 10月23日（土）5藤前干潟クリーン大作戦実行委員会

主催事業

11月20日（土）
12月 4 日（土） 
1 月15日（土）
2 月19日（土）
3 月19日（土）

10時～12時
10時～12時
10時～12時
10時～12時
10時～12時

渡り鳥調査隊日程表
時 間日 程

展
示

イ
ベ
ン
ト

劇団シンデレラのみんなと一
緒におうちにいながら石ころ
干潟での干潟体験をしよう！

おうちでラムサール条約とカ
モについて楽しく学んで観察
しよう！

藤前干潟の風景や野鳥などの
生きものの写真を展示します

藤前干潟
ラムサール条約

20周年
プレ・イヤーイベント！

主催　藤前干潟ふれあい事業実行委員会

藤前干潟ふれあい事業YouTube チャンネル開設！
YouTube で藤前干潟ふれあい事業でのイベントの様子やここでしか見られない
さまざまなコンテンツを用意してます！ぜひチェックしてみてね！
https：//www.youtube.com/channel/UCLGzY7jN75ejAY5qQESXjZQ

藤前干潟ふれあい事業ウェブサイト！
藤前干潟ふれあい事業のイベント情報こちらのウェブサイトで随時更新します！
チェックしてみてね！
https：//www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000140354.html

藤前干潟ラムサール条約登録20周年
プレ・イヤーオンライン講座
第2回「バーチャルガタツアー in 藤前干潟
～オンライン干潟観察会～」
藤前干潟ラムサール条約登録20周年
プレ・イヤーオンライン講座
第3回「カモって面白いカモよ？
～初心者向けカモの見分け方講座～」

藤前干潟と
ラムサール条約について

藤前干潟は庄内川・新川・日光川の河口部
に位置し、シギ・チドリ類やカモ類等の渡り
鳥の重要な中継地であり、生きもの豊かな干潟
です。2002年11月18日にラムサール条約の「国
際的に重要な湿地」に登録され、2022年に登録
20周年を迎えるにあたり、前年の今年2021年
からその機運を盛り上げるべく、11月に藤前
干潟に関わる施設でのスタンプラリーや
オンラインでの干潟観察会、野鳥観察
とワークショップ等イベントを

予定しています。

登録
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南陽町
藤前バス停

プレ・イヤースタンプラリー！
藤前干潟ラムサール条約登録20周年

オンライン講座

ひがたにくるトリ、どんなトリ？

スタンプ会場

バーチャルガタツアー in 藤前干潟
～オンライン干潟観察会～
お家に居ながら干潟体験！観察会の様子や準備する
ものが分かっちゃう！劇団シンデレラのみんなと一緒
に石ころ干潟を体験しよう！

楽しいトリのお話と実際に観察をした後に、トリのミニ模型へ色塗りをしましょう！
（色を塗ったミニ模型はお土産としてお持ち帰りできます！）

協力 劇団シンデレラ
会場 オンライン（zoomを予定）
対象 子どもから大人までどなたでも、100名程度
申込 令和3年11月23日（火・祝） 締切

11月2日（火）～11月30日（火）
令和3年スタンプラリー

期間

11月27日（土） 13：30～15：00
令和3年

日時

カモって面白いカモよ？
～初心者向けカモの見分け方講座～
カモの面白い話が聞けるかも？！
カモについて学んだあとは藤前干潟に来てカモを
観察しよう！ラムサール条約のお話もあるよ♪

会場 オンライン（zoomを予定）
講師 NPO法人 藤前干潟を守る会 梅村幸稔 氏（カニ君）

会場 名古屋市野鳥観察館（港区野跡4-11-2）
あおなみ線「野跡」駅または市バス「野跡駅」
バス停下車徒歩15分。駐車場有。

時間 10：00～12：00
場所 名古屋市野鳥観察館

申込・問合せ
名古屋市野鳥観察館
TEL/FAX：052-381-0160

対象 子どもから大人までどなたでも（小学生以下は
保護者同伴）、20名（抽選）

申込 令和3年11月5日（金） 締切

11月20日（土） 13：30～15：30
令和3年

日時

講師 ChaChatto 氏 （ハンドメイド作家）

講師 加賀市鴨池観察館 櫻井佳明 氏

対象 子どもから大人までどなたでも、100名程度
申込 令和3年12月1日（水） 締切

第3回第2回

12月5日（日） 13：30～15：00
令和3年

日時

※視聴用のZoomのURLは締め切り後に開催前々日までに送付いたします。

申込方法

必要事項

申込先
藤前干潟ふれあい事業実行委員会事務局
〒460-0008  名古屋市中区栄一丁目23-13  伏見ライフプラザ13階  エコパルなごや内
TEL：052-223-1067   FAX：052-223-4199   Eメール：ecopal@n-kd.jp

必要事項をメール、電話、FAX のいずれかにて、下記の申込先へお伝えください。

① 催し名　② 参加者全員の氏名（小学生の場合学年も記入）
③ 電話番号（日中連絡のとれる番号）　④ メールアドレス　⑤ 住所

参加費
無料

参加費
無料

カニ君と劇団シンデレラ
櫻井 佳明 氏

加賀市の片野鴨池はカモの飛来地として有名！
藤前干潟と同じくラムサール条約登録湿地！

1
（中区栄一丁目23-13 伏見ライフプラザ13階）
環境学習センター エコパルなごや

身近な環境から地球環境まで幅
広く学べる環境学習施設です！
開館時間 9：30～17：00
休館日 月曜日

5 稲永ビジターセンター
（港区野跡4-11-2）

藤前干潟全体や周辺地域の環境について
の情報を収集・発信している施設です！

4 メイカーズピア
MPギャラリー
（港区金城ふ頭二丁目7-1）

金城ふ頭にある商業施設メイ
カーズピア内にあるギャラリーで
藤前干潟の展示をしています！
開館時間 10：00～18：00
休館日 なし

2 藤前活動センター
（港区藤前2-202）

藤前干潟の様子を間近で見られ、
体験し、学べる施設です！
開館時間 9：00～16：00
休館日 月曜日及び第3水曜日

開館時間 9：00～16：00
休館日 月曜日及び

第3水曜日

3 名古屋市野鳥観察館
（港区野跡4-11-2）

館内には30台の望遠鏡があり、
四季折々の渡り鳥を観察できます！
開館時間 9：00～16：30
休館日 月曜日及び第3水曜日

11月2日（火）～11月30日（火）景品交換期間

景品交換
できます！

景品交換
できます！

スタンプ 5コ
トビハゼタオル

スタンプ 4コ
ハンドタオル

スタンプ 3コ、2コ、1コ
ふせん・マグネット・
缶バッジをスタンプ数分

名古屋市内の施設を回って
スタン

プを集めて景品をもらおう！

午前中に
渡り鳥調査隊も
実施します！

Eメールは
こちら

楽しい
生きものクイズも
あるよ♪


