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　季節の折々に森の中を歩くのは、気
持ちのいいものです。しかし、このよ
うに感じる時、わたしたちの体の中で
何が起こっているのかについては、ま
だ多くは知られていません。今回は、
森の散策が人の体と心に与える影響に
ついて、わたしたちが行なっているプ
ロジェクト研究「森林と高原の環境を
活用したストレス軽減法に関する研究」
の中から、最新のトピックスを紹介し
ます。
　これまでに、森の中で数十分間安静
にしていると、不安や緊張が低下する
ことや心臓の拍動が規則的になること、
のどや気管を感染から守る免疫タンパ
クの分泌が盛んになることなどを見つ
けました（山梨県環境科学研究所研究
報告書第22号、2008年）。次の段階と
して、森を散策する効果を明らかにし
たいと考えました。そこで新たなプロ
ジェクト研究では、週１度、１時間程
度の森の散策を３週間続ける効果を調
べることにしました。大学生や大学院
生に森の中の散策路を歩いてもらい、
散策の前後で血圧や心拍数、唾液中の
免疫タンパクの量などを調べました。
ところが、散策の効果と言えるような
一定の傾向を見いだすことができませ
んでした。１時間散策するといっても、
一人一人で運動量が違うためデーター
がばらつくのだろうと推測しました。
そのような時に、平均年齢56
歳の男女18名に森の散策をし
てもらう機会がありました。
データーを分析すると、散策
後にはっきりと血圧が低下し
ていることがわかりました
（図１）。緊張や不安、敵意、
怒りなどのネガティブな気分
も顕著に軽減していました。
実験参加者の散策前の収縮期

圧（最高血圧）は平均140mmHgでした。
平均年齢24歳程度の若者の収縮期圧は
110mmHg程度です。このことから、
日頃の血圧がやや高めの人に、森林散
策による血圧降下作用がより強く現れ
るのではないかと考えました。
　そこで、60歳以上の男女12名を対象
に、週１度の森林散策を３週間続けて
もらう実験を行ないました。対象者の
収縮期圧の平均は、第１回目の散策前
で168mmHgでした。先に述べたよう
に散策の前後で血圧が低下しました。
さらに、散策を繰り返すことで散策前
の血圧が順次低下していくことがわか
りました。特に、普段降圧剤を服用し
ていない人で、この血圧降下作用が顕
著に現れ、１回目に160mmHg台だっ
た収縮期圧が、３回目には140mmHg
台まで低下していました（図２）。不安
や緊張などのネガティブな気分も散策
のつど軽減し、散策の繰り返しで慣れ
が起こり、心理効果が小さくなること
はありませんでした。これらのことか
ら、中高年者が森林散策をすると血圧
が低下し、さらに散策を繰り返すこと
で血圧が持続的に低下していくことが
わかりました。森林散策が中高年者に
アンチエイジング（抗加齢）効果をも
たらす可能性があります（図３）。今後
さらに実験を繰り返し、この可能性を
確かめたいと考えています。
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　身近な水資源である地下水は、古く
から我々の生活に欠かせないものであ
り、人々の生活をささえてきました。
この地下水が、本邦では、明治以降の
急速な産業発展のなかで、とりわけ高
度経済成長期以降において、過剰な地
下水利用によって、地盤沈下や地下水
枯渇などの問題がクローズアップされ
るようになりました。これは、人間が
地下水を汲み上げる量に対し、自然界
の水循環によって補給される量が間に
合わないアンバランスが、問題となっ
ています。このような地下水の過剰利
用による問題解決のため、1960年代後
半から規制の取り組みが全国的に実施
されるようになりました。山梨県では
「山梨県地下水資源の保護及び採取適正
化に関する要綱（1973）」、静岡県では「静
岡県地下水の採取に関する条例（1977）」
といった具合です。このような取り組
みによって、地下水の適正利用が図ら
れ、日本列島の各地で当時発生してい

た地盤沈下など地下水の過剰利用によ
る問題が沈静化の方向に進みました。
　しかしこの問題に代わって、その後
地下水汚染などの水質に関する深刻な
問題が明るみになってきました。トリ
クロロエチレン等による地下水汚染が
日本列島の各地で発生していることが
判明し、国は有害物質の地下水への混
入の禁止を図るため、地下水質の常時
監視を制度化しました。さらに都道府
県レベルでも地下水汚染の浄化の取り
組みを活発におこなってきています。
　このように、地下水の保全や管理に
ついては、大別してその「量」および「質」
について問題が発生しない取り組みが
必要になります。このうち、地下水質
の面で問題となる地下水汚染について
は、人間活動によって発生する場合の
みならず、自然的要因によって発生す
ることもあります。この代表例がヒ素
による地下水汚染です。温泉水に比較
的高濃度のヒ素が含まれることは珍し

いことではありませんが、この現象が
山梨県内でも甲府盆地の北側において
認められています（図１）。この原因の
解明については、県衛生公害研究所と
本研究所地球科学研究室の共同研究に
よって、甲府盆地北側の地下地質にそ
の由来が求められるようになってきまし
た。ここで大切なことは、事前に一定期
間にわたる地下水に関する監視データが
備わっていたからこそ、このような地下
水汚染の解明が可能となったわけです。
　地下水の保全及び管理において、上
述の地下水汚染の解明をはじめとして、
その量的及び質的の常時監視の重要性
は広く認識されるようになってきまし
た。このことを強く意識しつつ、我々
は行政レベルの監視地点を補うように、
富士北麓地域をはじめとする県内の各
地に地下水監視システムを構築してき
ており（図２）、その情報の収集と科学
的解析をとおして住民の安心・安全に
貢献したいと考えています。

図1 散策による血圧の低下
森の中を１時間程度散策する効果．若齢者
では効果が一定しないが、中高年者では効
果がはっきり現れる．平均年齢56歳の男女
18名のデーターを示す．

図2 森林散策を繰り返すことによる散策
前血圧の低下
血圧の低下は降圧剤非服用者で顕著に現れ
る．60歳以上の男女12名のデーターを示す． 図2  環境科学研究所

　　 地下水観測地点図3  中高年者における森林散策の効果
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秋の自然ときのこ観察会

●きのこ観察は初めての経験だったが、今まで流通している食用きのこしか実際には知らなかったので、

今回の体験は自分の目で探し、触れ、様々な種類のきのこを見ることができて大変興味深いものだった。

●わかりやすい講義で大変勉強になった。年により気候の条件できのこの生育状況に影響があることが

よくわかった。

●不作の年で残念だったが、森の中を楽しく歩けて充実した時間が過ごせて良かった。

●きのこの複雑さを改めて知った。食と不食のきのこの違いや新しいきのこの名前を覚えて参考になった。

●身近な自然を観察することで環境の変化を知る機会が持てると思います。有意義な観察会でした。　　　　　　　　他

　山梨県環境科学研究所では、7月25

日に、「バイオリズムと健康」をテー

マにした国際シンポジウムを開催しま

した。生活のリズムや睡眠のリズムと

健康との関わりに関心を寄せる県民や

研究者など70名を超える方々が参加

するなか、講演と総合討論が4時間に

わたり行なわれました。

　第一部では、アラゴ研究所（フラン

ス）のジャック・ファルコン博士が「バ

イオリズムとメラトニン」を主題とし

て、バイオリズムを作り出す脳のバイ

オクロック（生体時計）とバイオクロ

ックの指令を受けて様々な体の働きを

調整する物質メラトニンについて、自

身の研究成果を交えて最新の知見を紹

介しました。また、社会環境の変化が

人のバイオリズムに与える影響につい

ても、スペインの事例を挙げてお話い

ただきました。

　第二部では、まず東京医科歯科大学

の服部淳彦教授が「メラトニンとアン

チエイジング」と題し、メラトニンの

持つ抗酸化作用が体の老化を遅らせる

可能性について講演しました。メラト

ニンが骨粗鬆症を防ぐ可能性を、国際

宇宙ステーションの実験棟「きぼう」

に魚のウロコを持ち込んで調べる「ウ

ロコプロジェクト」のお話に、聴く人

の想像が大きく膨らみました。また、

服部教授は、メラトニン製剤の販売が

認められていない日本でも、身近な食

物からメラトニンを摂取できることを

指摘しました。県内に豊富な山菜にも

メラトニンが含まれるというデーター

は、参加者の大きな関心を集めまし

た。次いで、環境科学研究所の永井正

則特別研究員が「睡眠中の自律神経の

リズムとストレス」と題し、ストレス

の影響を受けて乱れた自律神経のリズ

ムを、ラベンダーの香りを利用して改

善できることを紹介し、嗅覚の活動が

バイオリズムに影響することを示しま

した。

　第二部の座長をお願いした鈴木敦子

教授の所属する健康科学大学からは、

先生方や学生が多数参加してくださ

り、総合討論では参加者の身近な疑問

に応えるとともに、専門性の高い議論

も行なうことができました。

　今年の、“きのこ”は・・・？

　10月3日（土）に、地域観察会「秋の

自然ときのこ観察会」を研究所の敷地内

で実施しました。講師には山梨県のきの

こ研究の第一人者である柴田尚先生（山

梨県森林総合研究所資源利用研究部長）

をお迎えして実施しました。参加者は

午前と午後を合わせて49名でした。

　午前は雨、午後は晴れという天候の

中、参加者は思い思いにきのこ取りと

柴田先生のお話を堪能していました。

開講式終了後、森の中で柴田先生から

「きのこの生えている森の特徴、採集

のポイント」などを教えていただき、

きのこの観察や採集等を行いました。

普段はきのこ取りが禁止されている研

究所敷地内ですが、今回のきのこ観察

会の時だけは実際にきのこを採取して

みんなで持ち寄り、先生の指導を受け

ながら各自で仕分けしたり同定しても

らいながらきのこについての学習を深

めました。先生からは、「今年のきのこ

はほとんどの場所で例年の3分の1し

か出ていません。久しぶりの不作の年

です。原因は夏の長雨による日照不足

と9月に入っての雨不足により、きの

こが生長しにくい条件が重なってしま

ったからだと考えられます。」というお

話しがあり、今年のきのこが少ない状

況がよく理解できました。またこの時

期になると一般の人からも、「きのこの

種類について知りたい、毒きのこか食

べられるきのこか見てほしい。」など、

きのこに関してたくさんの問い合わせ

が研究所にも寄せられますが、先生か

ら「きのこは約5,000もの種類がある

が、名前の付いているものはその約半

分しかなく、見分けるのが難しいもの

もたくさんある。あまり欲張らずに１

年で2～3種類のきのこを覚えて、少し

ずつ知識を増やしていく方がよい。」と

いうアドバイスももらいました。

　参加者にとっては実際にきのこを採

ってその場で同定してもらえること、

直接先生のお話を聞いて質問すること

ができるなど、他ではあまり体験する

ことができない貴重な時間になったよ

うでした。（参加者の感想参照）

　今回の観察会がきのこの正しい理解

につながり、身近な自然環境を考える

きっかけとなってくれることを願って

います。
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新着図書
　豊かな生活を享受できる現代です
がその反面、環境が激変し、日本だ
けでも多くの生きものが絶滅の危機
に瀕していることはご存知でしょう。
ですが、絶滅が危惧されている生き
ものがどこに住んでいるのか、どう
いう生きものが絶滅危惧種に指定さ
れているのかということは、意外と
知られていません。
　実は絶滅危惧種に指定されている
のは、トキやイリオモテヤマネコな
ど全国的なニュースになった生きも
のだけではありません。私たちが昔
から知っているメダカやザリガニ、
カエルやクワガタなども数種類が絶
滅危惧種に指定されています。
　例えば、子ども達が夢中になるオ
オクワガタもそのブームの影で乱獲

が進んだ結果、2007年に絶滅危惧
種に指定されました。この他にも生
息環境の悪化や喪失などにより、多
くの生きものが生存を脅かされてい
ますが、具体的にどの生きものがど
のような状況に置かれているかは知
られていないままです。
　本書は関東地方から北海道にかけ
て東日本で観察できる絶滅危惧種に
指定されている生きものが観察でき
る場所を詳細な地図や問い合わせ先、
トイレなどの施設状況やアクセスま
でを網羅しており、都道府県別に観
察場所を紹介しています。
　それだけではなく、その生きもの
が減少しているのか、生息地の現状
なども解説されており、絶滅危惧種
の学習に最適な一冊となっています。

　8月2日（日）に

研究室公開2009

を開催しました。

「研究室公開」は、

研究施設を一般の方々に見ていただき、

研究員との交流を通じて研究成果や研

究所の役割を理解して頂く年に１度の

企画です。9つの研究室が工夫を凝ら

した実験や展示によって、こどもも大

人も楽しんでいただけます。また、講

演会も実施して学術的な話をわかりや

すく解説します。今年の研究室の企画

と講演会は以下の通りでした。

●研究室の企画

①地域環境を守るゴミのリサイクル

②富士山アカマツ林エコツアー

③私たちの生活と身近な自然との関わり

④目で見る温度の違い

⑤血管年齢、内臓脂肪をはかろう！

⑥見てみよう！火山噴火と地層の液状化

⑦空から見る地域環境の移り変わり　

⑧骨が語る動物の姿　

⑨世界の夏を旅しよう―人工気象室体験―

●講演会

 「宇宙から見る地球の環境、山梨の姿」

　参加していただいた方々には大変好

評なのですが、毎年の参加者は100数

十名にとどまっていました。ところが

今年は異変がありました。受付人数が

308人だったのです。過去に研究所で

開催したイベントで、これほど大勢が

参加したことはありません。研究所に

とっては記念すべき数字です。少しず

つではありますが、研究室公開の開催

方法に工夫を加えてきたことが参加者

増加につながったと考えています。し

かしながら、開催日当日の天気が雨模

様だったことも一因だったようです。

来年は晴天でも大勢の方々に来ていた

だけるよう、さらなる工夫を重ねてい

きたいと思っています。

（文責　瀬子義幸）

　鋭く振り抜かれたバットから放たれた

白球は瞬く間に頭上を通り過ぎ、ライト

後方の防球ネット上を悠々と超えていっ

た。これは私がかつて野球少年だった頃、

試合中に体験した衝撃的な出来事です。

残念ながらこの特大ホームランを打った

のは私ではなく、現在ＭＬＢで活躍する

イチロー選手でした。これが私の野球経

験の中で最も印象的なエピソードです。

言うまでもなく、私の野球の実績は、

精々、野球サークルで投手か捕手を務め

る程度です。

　現在は無類の野球好きであると自負

しています。インターネット中継、テレ

ビ、ラジオ、そして球場観戦と多くの時

間を野球観戦に費やしています。時間

があればアマチュアの試合へも足を運

びます。好守に好打、三振に豪快な一発

と見所はたくさんあります。しかし私に

とっての最大の見所は捕手の配球であ

り、特に緩急（球速の差）を使った配球

パターンに注目して観戦します。

　野球に詳しい方であればご存じでしょ

うが、緩急は打者攻略の有効手段となり

ます。それでは、何故、緩急が有効なの

でしょうか。打撃には瞬時の判断と動作

を求められますが、打者が利用できる脳

内の処理時間は約0.2秒しかありません。

そのためボールを打つ動作は、そもそも

難易度の高い視覚－運動作業（例えば

自動車運転など）といえます。従って、球

速差によるわずかなタイミングのズレが

空振りや打ち損じをもたらします。さら

に速いか遅いかといった選択肢が増える

ことによって、予測が複雑になり、対処動

作を困難にします。これらの要素はヒッ

トの確率を下げることにつながります。

　また予測や対処の困難さは、打者の

精神的乱れをもたらす効果もあります。

私たちの日常でも、予測性の低下と対

処の困難さは精神的ストレスとなるこ

とが知られています。そのようなスト

レス状態は、適切な情報処理と身体コ

ントロールを妨害します。

　さて私たちの研究室は、今述べた不安

のようなストレス状態と姿勢コントロー

ルの関係について研究しており、不安は

姿勢の揺れを大きくすることを示してき

ました。この実験データに従って解釈し

ますと、不安による姿勢の揺れは視対象

との位置関係（角度や距離）を不安定に

するため、ボールの軌道予測や動作に影

響します。すなわち緩急という一つの要

素が、打者にとって厄介な障害となるわ

けです。

　豪速球や鋭い変化球を投げる本格派投

手は、多くの野球ファンの注目を集めま

す。しかし私好みの投手は、遅球を駆使

して打者を翻弄するタイプ（例えば渡辺

俊介投手、山本昌広投手など）です。彼ら

はいわば球速の魔術師です。その曲技の

中に洗練された投球術と配球論がありま

す。皆さんも野球観戦をする機会があれ

ば、是非、バッテリー間に垣間見えるプロ

ならではの才力にも注目されたいです。

研究室公開
2009

スタジアム・サーティワン（甲斐市竜王）にて

川上 洋一●著

東京堂出版●刊
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企画です。9つの研究室が工夫を凝ら

した実験や展示によって、こどもも大

人も楽しんでいただけます。また、講

演会も実施して学術的な話をわかりや

すく解説します。今年の研究室の企画

と講演会は以下の通りでした。

●研究室の企画

①地域環境を守るゴミのリサイクル

②富士山アカマツ林エコツアー

③私たちの生活と身近な自然との関わり

④目で見る温度の違い

⑤血管年齢、内臓脂肪をはかろう！

⑥見てみよう！火山噴火と地層の液状化

⑦空から見る地域環境の移り変わり　

⑧骨が語る動物の姿　

⑨世界の夏を旅しよう―人工気象室体験―

●講演会

 「宇宙から見る地球の環境、山梨の姿」

　参加していただいた方々には大変好

評なのですが、毎年の参加者は100数

十名にとどまっていました。ところが

今年は異変がありました。受付人数が

308人だったのです。過去に研究所で

開催したイベントで、これほど大勢が

参加したことはありません。研究所に

とっては記念すべき数字です。少しず

つではありますが、研究室公開の開催

方法に工夫を加えてきたことが参加者

増加につながったと考えています。し

かしながら、開催日当日の天気が雨模

様だったことも一因だったようです。

来年は晴天でも大勢の方々に来ていた

だけるよう、さらなる工夫を重ねてい

きたいと思っています。

（文責　瀬子義幸）

　鋭く振り抜かれたバットから放たれた

白球は瞬く間に頭上を通り過ぎ、ライト

後方の防球ネット上を悠々と超えていっ

た。これは私がかつて野球少年だった頃、

試合中に体験した衝撃的な出来事です。

残念ながらこの特大ホームランを打った

のは私ではなく、現在ＭＬＢで活躍する

イチロー選手でした。これが私の野球経

験の中で最も印象的なエピソードです。

言うまでもなく、私の野球の実績は、

精々、野球サークルで投手か捕手を務め

る程度です。

　現在は無類の野球好きであると自負

しています。インターネット中継、テレ

ビ、ラジオ、そして球場観戦と多くの時

間を野球観戦に費やしています。時間

があればアマチュアの試合へも足を運

びます。好守に好打、三振に豪快な一発

と見所はたくさんあります。しかし私に

とっての最大の見所は捕手の配球であ

り、特に緩急（球速の差）を使った配球

パターンに注目して観戦します。

　野球に詳しい方であればご存じでしょ

うが、緩急は打者攻略の有効手段となり

ます。それでは、何故、緩急が有効なの

でしょうか。打撃には瞬時の判断と動作

を求められますが、打者が利用できる脳

内の処理時間は約0.2秒しかありません。

そのためボールを打つ動作は、そもそも

難易度の高い視覚－運動作業（例えば

自動車運転など）といえます。従って、球

速差によるわずかなタイミングのズレが

空振りや打ち損じをもたらします。さら

に速いか遅いかといった選択肢が増える

ことによって、予測が複雑になり、対処動

作を困難にします。これらの要素はヒッ

トの確率を下げることにつながります。

　また予測や対処の困難さは、打者の

精神的乱れをもたらす効果もあります。

私たちの日常でも、予測性の低下と対

処の困難さは精神的ストレスとなるこ

とが知られています。そのようなスト

レス状態は、適切な情報処理と身体コ

ントロールを妨害します。

　さて私たちの研究室は、今述べた不安

のようなストレス状態と姿勢コントロー

ルの関係について研究しており、不安は

姿勢の揺れを大きくすることを示してき

ました。この実験データに従って解釈し

ますと、不安による姿勢の揺れは視対象

との位置関係（角度や距離）を不安定に

するため、ボールの軌道予測や動作に影

響します。すなわち緩急という一つの要

素が、打者にとって厄介な障害となるわ

けです。

　豪速球や鋭い変化球を投げる本格派投

手は、多くの野球ファンの注目を集めま

す。しかし私好みの投手は、遅球を駆使

して打者を翻弄するタイプ（例えば渡辺

俊介投手、山本昌広投手など）です。彼ら

はいわば球速の魔術師です。その曲技の

中に洗練された投球術と配球論がありま

す。皆さんも野球観戦をする機会があれ

ば、是非、バッテリー間に垣間見えるプロ

ならではの才力にも注目されたいです。

研究室公開
2009

スタジアム・サーティワン（甲斐市竜王）にて

川上 洋一●著

東京堂出版●刊



MAP

編集後記

ニューズレター

　日　時　平成21年 12月 5日（土）～
　　　　　平成22年 3月 7日（日）
　　　　　9：00～ 17：00
　　　　　（最終日は15：00まで）
　内　容　様々な富士山の姿と、火山防災について
　　　　　考える。
　対　象　どなたでも

　日　時　平成21年 12月 19日（土）　
　　　　　13：00～ 16：00
　内　容　好みの香りのキャンドルづくりをとおし
　　　　　て香りと健康について考える。
　対　象　高校生以上（高校生は保護者同伴）
　　　　　〈定員30名〉
　募　集　11月 19日（木）　9：00～　
　　　　　電話または来所にて受け付けます。

　日　時　平成22年 2月 7日（日）　
　　　　　13：00～ 16：00
　内　容　富士山の湧水や水道水などに含まれる
　　　　　ミネラルの役割と健康について考える。
　対　象　小学生以上（高校生以下は保護者同伴） 
　　　　　〈定員30名〉
　募　集　1月7日（木）　9：00～　
　　　　　電話または来所にて受け付けます。

　日　時　平成22年 3月 6日（土）　
　　　　　13：00～ 16：00
　内　容　きのこの植菌を通して、きのこと森との
　　　　　関係やきのこの植生について学ぶ。
　対　象　小学生以上（高校生以下は保護者同伴）  
　　　　　〈定員75名〉
　募　集　2月6日（土）　9：00～　
　　　　　電話または来所にて受け付けます。

－H22年度生募集について－（予定）
　4月から3月まで1年間とおして講座を受講し、環境について学ぶ機会です（年間4講座受講予定）。
1月以降に詳細が決まり次第ホームページまたはチラシ等を配布しますので問い合わせください。
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●剣丸尾の森の中で仕事を始めて早9ヶ

月。今年はまだ１度も風邪をひいてませ

ん。１日１回は森の中を歩くようになった

せいでフィトンチッドをたくさん浴びて

いるからかもしれません。何となく肩こり

も軽くなった気がします。やっぱり自然と

の触れ合いは大切ですね。　　　（K.W.）

●標高が高いため研究所近辺の冬は厳し

く、毎年結構な量の積雪があります。主に

南岸低気圧により降雪がもたらされ、

河口湖測候所で年間積雪量は約30～

200cmと幅があります。ここはもう少し

積もりますが、最近は少ない年が多いです。

今年の積雪量はどうなるのでしょう。楽し

みでもあり、不安でもあります。　（T.U.）

企画展示「富士山火山写真展」

環境体験講座「木の香りのキャンドルづくり」

環境体験講座「おいしい水の秘密」

環境体験講座「きのこ植菌に挑戦」

環境科学カレッジ講座について

情報イ ベ ン ト

発行・平成21年12月

年末・年始
環境教育事業［11月～4月］　月曜日
図書の貸出等業務　月曜日

●参加費は無料です

　環境科学研究所の環境情報センターでは、県民の主体的な環境学習を支援するため、図書やビデオ・ＤＶ
Ｄの館外貸し出しを行っています。　
利 用 時 間････午前9時～午後5時
貸し出し冊数････図書・雑誌5冊以内（15日以内）、ビデオ・DVD2点以内（8日以内）
　　　　　　　　団体での図書・雑誌の利用は、100冊以内30日以内まで可。

　「環境学習備品」館外貸し出しは、県内の各種団体や個人を対象として、環境教育部門が保有する備品
「環境省総合環境学習ゾーンモデル事業」により研究所に配備された資器材を貸し出す事業です。さまざまな
環境学習や環境教育の場でご活用下さい。（備品の詳細については、お問い合わせください）

申し込み・問い合わせ先
　環境科学研究所　環境教育・情報担当　TEL 0555-72-6203　FAX 0555-72-6204
　※利用方法、環境学習備品の内容等については下記のホームページでご覧になれます。
　　URL  http://www.yies.pref.yamanashi.jp/edu/kasidasi.htm

環境学習図書の館外貸し出し

環境学習備品の館外貸し出し

お 知 ら せ 「環境情報センター」では環境学習図書・環境学習備品
の館外貸し出しを行っています。


