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アートワークショップ「私の好きな海JI 2/23 (土)
盟主主料 110:00・16:00

玩而玩huokinawa@gmail.com 沖縄県立博物館・
E 美術館県民アトリエ

紅型染めでサンゴの海を染めよう I2/24 (日)
対象 :3歳から{小学生未満は大人と参加Ll11:00・16:30
料金 :500 円 ~2000 円(染めるものによる )1
園置彊 090・8293-1138 --'1沖縄県立博物館・

~~__m~1_o.~Q~Q=0@ !1 ~t.m'~ií.~o.jp I i美術館県民アトリエ
主催:紅型雑貨虹亀商底

わたしたちの沖縄の海のサンゴを
見に行乙う!
定員:24名 |対象:小学生以上

2/24 (日)
10:00・12:30

料金:無料 ー l
事前 |玉城青少年の家

~園 090・9656-1404
申込み |座学後、奥武島ヘ

ciao.shiho川 @.gmail.com .，.."，vr 1移動
主催:サンゴ守りんちゅ | 

辺野古・大浦湾の海を知ろう
~写真展とトーク~
定員:80名 |写真展:無料 |

トークイベント:ケーキ・コーヒー付きで

大人 700円、子ども 500円

fatllR'.J 090・9783・2384
u m ierakan@yahoo.co.jp 
主催:泡瀬干潟博物館カフェ「ウミエラ館」

ゲームでサンゴを知ろう
サンゴのテリトリーウォーズ!
定員:30名|対象:小学生以上

料金:100円{保険料)

fam-)J 080・2783・9480
info@marinelearning.org 

事前

申込み

主催:特定非営利活動法人海の自然史研究所

写真展

2/27(水)
-3/10(日}
13:00・18:00
トークイベン卜

3/10(日}
泡瀬干潟博物館カフェ
「ウミ工ラ館」

3/2(土)・3(日)
10:30・12:00
13:30・17:00
沖縄県立博物館・
美術館県民アトリエ

空きがあれば
当日参加も可能

サンゴの日は博物館ヘサンサンGOGO1 
1 3/3 (日)

定員:100名|料金:無料 | 

困宜置軍軍 098-851-5401
kiku kaa k@pref.okinawa.lg.jp 
主催:沖縄県立博物館・美術館

珊瑚の海を取り戻そう
定員:30名 |料金:無料
EmD盟 www.neco.mobi
困宜置璽I050・3636・2270

:necoツーリズム

沖縄のサンゴ礁研究最前線

~力モンベイビ-S&G.O.

対象:子ども・一般{予約不要)

料金:無料

事前

申込み

主催:一般社団法人日本サンゴ礁学会若手の会

山城海岸のサンゴ礁の生き物観察会

定員:20名 |対象:5歳以上

110:00・16:00

沖縄県立博物館・
美術館

3/9 (土)
10:00・12:00

知念久手堅

3/9 (土}
13:00・18:00
3/1 0 (日)
9:00・17:00
沖縄県立博物館・

県民アトリエ

3/1 0 (日)

13:00・16:00
料金:1000円(保険料、フ工ル卜 事前 |沖縄県平和創造の

底ブーツレンタル代) 申込み |森公園(集合)

EmD盟
heiwasouzou2016 ①代表者氏名 ②合計人数
@yahoo.co.jp ③全員の年齢
主催:沖縄県平和創造の森公園 ④全員の靴のサイズ

離島・県外開催イベント 日時・場所 l 
パネル展示「日本最大のサンゴ礁
H 石西礁湖 H を知ろう」

料金:無料園置彊 0980・82・4902
coremoc@sirius.ocn.ne.jp 
主催:国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター

あーまんシアターとサンゴすごろく
in阿嘉島
料金:無料園置璽 090・6862・5219
m.shikatan i88@gmail.com 
主催:しかたに自然案内+あーまんシアター

リーフチェック石垣フサキ沖
定員:10名|対象:高校生以上(要仁カード)

料金:12，960円
(ファンダイブ料金相当費用 (事前

1申込み
fajtllsft.J 090・6300・5898
f3HIIMiJ info@tida-ishigaki.com 
主催:石垣島ていだダイビングサービス/夕、イブ
ステーションブルミンゴ/コーラル・ネットワーク

ケラマ諸島4島一斉ビーチクリーン
【前夜祭】渡嘉敷島 【後夜祭】阿嘉島

【ビーチクリーン】座間蝶・渡嘉敷・阿嘉・慶留間

fajtllR'.J 098・943・6315 のビーチ

kera ma@otsinfo.co.jp 
主催:一般社団法人 チームけらま

竹ヶ島自然再生協議会シンポジウム
料金:無料

fajtlll¥tM 0884・M ・3100
fujita-natsu ki@kaiyo・town.jp
主催:竹ヶ島自然再生協議会

畑と海をつなぐサンゴのまつり2019
困宜置霊10980・87・0935
sangosho@dream.bbexcite.jp 
主催:特定非営利活動法人石西礁湖サンゴ礁基金・
崎枝公民館・石垣島をもっと元気にするプロジ、エク卜

海LOVEin宮古島2019

fajtllR'.J miyako@econet.jpn.org 

主催:海 LOVEin宮古島 2019実行委員会

「失われたサンゴ礁が警告する沖縄の
未来」出版記念講演会 富士会

定員:60名|料金:無料EmD圏 一
申込み

https://goo.gl/forms/fxmrj6 
ENzSqVdF2g1 fajtllR'.J090・6300・5898
主催:コーラル・ネットワーク

サンゴ礁ウィーク海辺の生きもの観察会
定員:20名|料金:無料 事前

対象:小学生とその保護者 . 申込み
f3HIIMiJ miyako@econet.jpn.org 
主催:特定非営利活動法人宮古島海の環境

ネットワーク

新都心公園横{博物館裏)の緑地にて

2/23(土)

-3/10(日}

石垣港離島
ターミナル内

2/24 (日)
あーまんシアター
10:00・11:00
サンゴすごろく
11 :15-13:00 
さんごゅんたく館

事前勉強会

3/1 (金)
19:00・21:00 
リーフチェック

3/2 (土)
8:30-14:00 
石垣島名蔵湾
フサキ沖
(ジョナサンロック)

前夜祭

3/2 (土)
ビーチクリーン
3/3 (日)
11 :00・13:00
後夜祭 18:00-

3/2 (土)
(時間未定}

竹ヶ島海洋自然
博物館マリンジャム

3/3 (日)

10:00・17:00

崎枝公民館と
近くの畑

3/3 (目)
海岸清掃 受付9:30
10:00・12:00
イベン卜
12:00-15:00 
宮古島市高野海岸

3/5 (火)

19:00・20:30
東京渋谷区国連
大学ビル1F
環境パートナー
シッププラザ

3/1 0 (日)

14:00・16:00
池間島イキズ
ビーチ

ヤサンゴ礁・海の環境の保全とその魅力のPRを
テーマに、手作り雑貨やフードの出底が集まるフェアです。

虹亀高居 紅型作家亀谷明日香による紅型作品、手染めの灯、
(雑貨小物) 紅型で描く海の世界、沖縄の海を舞台にした紅型絵本

「やどかりの夢」

イマル商居 H平和で美しい海を子どもたちに残していきたいH

(雑貨小物) という願いを込めた、沖縄のマース(塩)を忍ばせた
ジュゴンマスコッ卜

ぷーら 西表島のmangrove染めなど草木染の服とエコ石鹸、
(洋服など) ハーブ石鹸(石鹸、染料とも天然素材、化学薬品不使用)

ロイヤルミャンマー(フード) ミヤンマーの伝統的な料理など

Nature Plants Skin Care 沖縄素材手作りスキンケア
{化粧品)

ほか多数(計20居舗以上)! 
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