
普段は入ることができない閉園後の都立神代植物公園植物多様性センターで，

ライトトラップ（※）などの手法を使って，夜の昆虫類を観察し解説します。

今年はどんな昆虫類が見られるかは当日のお楽しみ♪
※ライトトラップは、光に寄ってくる昆虫類を集める方法です。今回は、白布を張り蛍光灯などの光を照射して昆虫類を集める「カーテン法」を用います。

令和 4年 7月 30日（土）

荒天時は令和 4年 7月 31日（日）19時～ 20時に延期

参加費：無料

前日までに調布市多摩川自然情報館の twitter でお知らせします。

閉園後の神代植物公園で実施しますので，現地での見学はできません。

当日のイベントの様子は後日，Youtubeにて公開する予定です。

注意
ちゅうい

問い合わせ
と あ

主催／調布市環境政策課・調布市多摩川自然情報館　　　協力／都立神代植物公園植物多様性センター

19時～20時

令和 4年 7月 30日（土）19時～ 20時
https://us06web.zoom.us/j/83476346523?pwd=MkEwZ1NITmh0bUtmZnR3S3lldlJidz09

延期の場合はこちら
令和4 年 7 月 31 日（日）19 時～ 20時
https://us06web.zoom.us/j/86743001644?pwd=QjliUEdvdWI0ZGR2L1N0QkM2dXNSQT09

https://twitter.com/tamagawa_ info

イベント当日、以下のアドレスにアクセスしてください。(先着100名）

スマートフォンやタブレットで視聴される場合は、事前にZOOMアプリのダウンロードをお願いします。

日程によってURLが異なります。アクセスする際はお間違えのないようお願い致します。

867 4300 1644ミーティング ID 170057パスコード

834 7634 6523ミーティング ID 928710パスコード

◉ 日本鱗翅学会「やどりが」編集委員

◉ 生物分類技能検定（動物部門・昆虫類専門分野1級）
◉ テレビ東京「テレビチャンピオン決勝戦」出演　ほか

講師
こう　し

石川和宏
調布市多摩川自然情報館

解説員

多摩川自然情報館携帯電話
※土曜日、日曜日、祝日の午前 9時から午後 5時まで

調布市環境部環境政策課
※平日の午前 8時 30分から午後 5時 15分まで

多摩川自然情報館運営等受託事業者

※平日の午前 10時から午後 5時 30分まで株式会社セルコ
03-3406-1724

042-481-7086

080-2087-9009

参加方法

都立神代植物公園

植物多様性センター

とのコラボ企画

オンラインによる夜の昆虫観察会
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