
ワークショップ・ イベントワークショップ・ イベント 4月ワークショップ・ イベント 4月

ふなばし三番瀬環境学習館は、 「知る」 「考える」 「学ぶ」の３つのゾーンを巡りながら、 環境について学べる

新しいタイプの施設です。干潟や野鳥のガイドツアー、 地元食材を使った料理教室、 季節のワークショップなど、

子どもから大人まで楽しめるイベントが盛りだくさん！ 家族や友達とぜひ遊びに来てください♪

［開館時間］ 9 ： 00 ～ 17 ： 00
［休館日］ 月曜日（祝日 ・ 休日と重なった場合は次の平日）  ※ 4/2 は開館
［アクセス］ 電車 ・バス ： 京成本線京成船橋駅 ・JR 京葉線二俣新町駅から京成バスシステム「船橋海浜公園」行終点下車
　　　　  車 ： 国道 357 号二俣交差点を船橋中央ふ頭方面へ直進（駐車料金 普通車 ： 500 円）
［利用料］ 400 円（一般）、200 円（高校生・大学生）、100 円（小学生・ 中学生） 
               ※船橋市内在住・在学の小・中学生、未就学児、障害者とその介助者 1 名 無料
［お問い合わせ］ 〒273-0016 千葉県船橋市潮見町40　TEL : 047-435-7711　FAX : 047-435-7712　E-mail : pr@sambanze.jp

※応募多数の場合は抽選（結果は当落に関わらず連絡）。締め切り日を過ぎても空きがある場合は延長します。
※ワークショップ名、参加日、人数、参加される方全員のお名前、学年、住所、電話番号（昼間に連絡の取れる番号）をお知らせください。
※メールでご応募の方は、上記アドレスのメールが受信可能な設定にしておいて下さい。
※キャンセルの場合は必ず事前にご連絡下さい。無断でのキャンセルが続きますと次回からのご参加をお断りさせていただく場合もございます。

［予約応募締切］ 開催日の１週間前
［お申し込み先］ ふなばし三番瀬環境学習館
　　　　　　　 E-mail : ws@sambanze.jp Tel : 047-435-7711

生きものつながりモビールを
つくろう

1（日）
13:00-16:00

最終受付 14 ： 30

最終受付 14 ： 30 生きものの「食べる食べられる」の関係について楽しく学
びながら、干潟の生きもののオリジナルモビール (つるして
飾るインテリア ) をつくります。 

当日自由参加 / 料金 利用料 +100 円 
対象 どなたでも （小学校 3 年生以下は保護者同伴）
会場 観察コーナー

当日自由参加 / 料金 100 円 
対象 どなたでも （小学校 3 年生以下は
保護者同伴） / 会場 エントランス

当日自由参加 / 料金 100 - 300 円 
※当日開催されるワークショップにより異なります

対象 どなたでも（小学校 3 年生以下は保護
者同伴） / 会場 エントランス

三番瀬探検隊

「♪鳥くんと野鳥を探そう」
7（土）
13:00-16:00

プロバードウォッチャー 「♪鳥くん」 がガイドをつとめる
野鳥観察会です。東京湾に残された自然の宝庫三番
瀬で季節ごとに様々な鳥達と出会い、楽しく学べます。

要予約 / 料金 300円 (中学生以下無料）
対象 どなたでも （中学生以下は保護者同伴） / 定員 30 人 
会場 三番瀬干潟

特別展「なりきり三番瀬」関連イベント

ヤドカリタルトをつくろう！
8（日）
13:00-15:00

なりきり三番瀬で遊んだあとは、 ヤドカリ型のスイーツ
タルトをおやつにいかが？

当日自由参加 / 料金 利用料 +300 円 
対象 どなたでも （小学校 3 年生以下は保護者同伴）
会場 キッチンスタジオ

ふなばしを食べつくそう

「船橋にんじんでつくるキャロットケーキ」
14（土）
13:00-15:00

船橋特産のにんじんを使って、 甘くておいしいキャロッ
トケーキを作ります！

要予約 / 料金 500 円 
対象 小学生以上（小学校 4 年生以下は保護者同伴）
定員 24 人 / 会場 キッチンスタジオ

三番瀬探検隊

「干潟の生きものを探そう」
15（日）
10:00-12:00

4/28（土）4/28（土）
- 5/6（日）- 5/6（日）
10:00-0-12:00
13:00-0-15:00

4/28（土）
- 5/6（日）
10:00-12:00
13:00-15:00

ふなばし三番瀬海浜公園前の干潟にくらしているカニ
や貝などを観察しよう。スコップ片手に帽子をかぶっ
て、レッツ生きものさがし!

要予約 / 料金 100 円 
対象 どなたでも / 定員 30 人 / 会場 三番瀬干潟

天体観望会「星と潮騒の夕べ」

三番瀬ダンボール工作

工作ワークショップ祭！

21（土）
19:00-20:40 三番瀬から見られる星や星座などの紹介。波の音に耳を

傾けながら、美しい星空をお楽しみください！☆4月は、
「春の大三角」「北斗七星」「しし座」「おとめ座」「うしかい
座」（こと座流星群 ； HR10）などを御覧いただけます。

ゴールデンウィークは、人気工作系ワーク
ショップが大集合！ ステンシルで三番瀬エコ

バッグ作り  /  貝がらマグネットなど

要予約 / 料金 100 円 
対象 小学生以上（中学生以下は保護者同伴） 
定員 20 人 / 会場 展望デッキ

生きもののしくみを知ろう「二枚貝」22（日） 1（日）、7（土）、8（日）
13:00-14:30 潮干狩り特集！ アサリ、ハマグリ、ホンビノスガイなどで

二枚貝のからだのしくみを調べます。貝はどうやってエ
サを食べるのかな？ 2枚のカラはどのように閉じている
のかな？ ワークショップで発見しましょう。

要予約 / 料金 300 円 
対象 小学生以上（小学校 3 年生以下は保護者同伴） 
定員 24 人 / 会場 キッチンスタジオ

10:00-12:00 / 13:00-15:00

なりきりアンコウ帽子

春の特別展関連ワークショップ

※2 回開催。 1時間15 分 / 回



44月4月さはかんさんばんぜかんきょうがくしゅうかん

つうしんつうしんさはかんつうしん
今月より、 「さばかん通信」 がス
タートしました。ふなばし三番瀬
環境学習館と海浜公園からの情報
やメッセージをたくさん掲載して
いきます。ぜひ、ご活用ください。

干潟でさがそう カニやヤドカリ

　干潟を見渡してもカニもヤドカリも見あたりません。カニは巣穴の中
に、ヤドカリは貝の中に隠れているからです。まず、コメツキガニの巣穴を
見つけてみましょう。干潟に穴は無数にありますが、 コメツキガニの巣穴
は鉛筆くらいの太さの丸い穴で、穴の周りに小さな砂団子と大きな砂団
子が落ちています。

　当館のすぐ目の前の海は、 潮が引くと広い干潟となります。干潟にはいろいろな生きものが暮らしています
が、今回は、たくさんいるコメツキガニとユビナガホンヤドカリの見つけ方を紹介します。

今月のテーマ

野鳥インフォメーション 記事を書いた人

　その穴から 10 センチくらい離れたところにスコップ
を 15 センチくらい差し込みます。そして、一気に砂を持
ち上げ、持ち上げた砂の中を手探りで探してみてくださ
い。砂によく似た色をした大人の親指くらいの大きさの
カニがモゾモゾ動いていますよ。時々留守のこともあり
ますが、 巣穴はたくさんあるのでいくつか掘り返してみ
てください。ここで１つ注意点があります。掘った穴は必
ず埋め戻してくださいね。落とし穴になってしまうので。

　次は、ユビナガホンヤドカリを探してみましょう。ヤ
ドカリは簡単！ 干潟の水たまりや波打ち際によくい
ます。水たまりのすみにいろいろな貝が集まっている
ように見えますが、実はこれ全部貝に隠れたヤドカリ
です。近づくと、あわてて逃げ始めるのもいて、すぐに
ヤドカリだってばれてしまいます。一度コツをつかめ
ば、カニもヤドカリもすぐに見つかりますよ～。(平野）

科学コミュニケーター
平野
プランクトンのことならお任せ

あれ！ 最近はヤドカリのことを

ずっと考えています。好きな言

葉は館山の漁師さんが言って

いた 「明日の浜はない」。毎日

浜で起こっていることをたくさ

ん発見したいと思っています。

春は野鳥の渡りの季節！ 三番瀬でも羽の色が
鮮やかになった鳥たちがやってきます。鳥の種
類も 1 年の中でもっとも多いのが春です。今回
はそんな三番瀬の春を代表するオオソリハシシ
ギのユニークなくちばしをご覧ください。（大谷）

長く、上に反ったくちばしが
特徴のオオソリハシシギ

ちいさくて
かわいい！！

これぜんぶ
ヤドカリ！？

［発行日］ 2018/3/10

コメツキガニの巣穴と砂団子

掘り出されたコメツキガニ

水際に集まったヤドカリ

歩くヤドカリ

［発行］ 「ふなばし三番瀬海浜公園 ・ ふなばし三番瀬環境学習館」 管理運営グループ / TEL 047-435-7711( 環境学習館）
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