9月・10月・11月のスケジュール
体験講座は事前にお電話にてご予約ください。
プログラムの詳しい内容などについては、気軽にお問合せください。
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11 月
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火

4
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休

7

日

休

6

土

休

5

2

水

木

メダカ里親プロジェクト・表彰式・放流式
紙ずもうを作って遊ぼう
市民向け環境講座「洗剤の環境への影響を調べよう」
秋葉公園で武道で遊ぼう
市民向け環境講座「廃油石けんをつくろう」
ペットボトル風車をつくろう
牛乳パック工作
秋葉公園の自然と遊ぼう「種の知恵を探そう」
黒糖まんじゅうをつくろう
森の素材で工作
エコきち環境大学「植物よもやま話」

AM / PM

金

AM / PM

金

ネイチャーゲーム 葉っぱで小物づくり
布ぞうりづくり
アイデアずしで地産地消を考えよう
森の素材で工作
牛乳パックでぶんぶんゴマづくり
エコクッキング
～地元の材料でパエリアをつくってみよう～
まつぼっくりリースと紙芝居
根羽村産のそば粉でドーナッツづくり
安城の自然探訪「秋葉公園の名木」
ガーデニング小物づくり

10:00-11:00

土

日
1

4

9

10

11

17

24

25

7

8
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13
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休

2 3.3 0

18

6

休

16

5

休

3

休

2

19
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AM 10:00 ～ 11:30
PM 1:30 ～ 3:00

キャンドルホルダーをつくろう
環境サロン「食物とアレルギー」
間伐材でプランターを作ろう
秋葉公園の自然と遊ぼう「自然の音を探そう」
健康お菓子づくり
地産地消のうどんづくり
豆腐のみたらし団子づくり
ペットボトル風車をつくろう
秋葉公園で季節の光を感じよう
安城の自然探訪「秋葉公園の名木」
キャンドルホルダーをつくろう

AM / PM

休

1

木

時間

22

29
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で
みんな
クル！
イ
サ
リ

夏休みは多くのエコきちイベントやセミの抜け殻調査に参加してくれてありがとう！！
秋も、大人気のエコクッキングやテニスの体験会も開催するよ！みんな遊びに来てね♪
※ 講座の参加申込みは、募集受付開始日から講座 3 日前までの
9:00 〜 21:00（水曜除く）に、
エコきち窓口、または電話・FAX にてお願いします。

TEL / 0566-76-7148

9

月の
体験講座

募集受付中 8/20（木）〜

キャンドルホルダーをつくろう
［内容］ペットボトルでキャンドルホルダーをつ

所 〒446-0042愛知県安城市大山町1-7-1
TEL＆FAX 0566-76-7148
住

R

大山町

してね！
エコきち情報発信中➡

東海
道本
線

錦町小学校
大山町二
秋葉いこいの広場
環境学習センター

facebookのQRコード

※駐車場は台数に限りがあります。
なるべく公共交通機関をご利用ください。
（駐車場は秋葉公園と共同です。
）

名鉄
南安城駅

［対象］１８歳以上

［定員］１２名（先着順）

［定員］５名（先着順）
順）

［定員］各１０名（先着順）

［費用］２００円

［費用］５００円

［費用］１００円

［講師］太田油脂株式会社 アレルギー専門社員の方

［講師］神谷 輝幸 先生

募集受付開始 9/5（土）〜

秋葉公園の自然と遊ぼう
「自然の音を探そう」
［内容］ムクロジなどの植物の種や
身近にある砂・石を鳴らし
てみよう。
［とき］９月１９日（土）
午前 10:00 ～ 11:30
（90 分間）
［対象］小学生以上の子どもとその
保護者
［定員］５組（先着順）
［費用］無料
［講師］川角 正彦 先生

ります。
［とき］９月２３日（水・祝）
［対象］４歳以上
（小学生未満は保護者同伴）
［定員］１０名（先着順）

秋葉公園
安祥閣

［とき］午後 1:30 ～ 3:00（90 分間）

［対象］１８歳以上

（小学生未満は保護者同伴）
者同伴）

午前10:00～11:30（90分間）

エコきちのＨＰ
QRコード

L http://www.ecokichi.net

エコきち環境BOOK

南町西

線
幹
新
海
東

U

錦町

錦町東

ランターを作ろう。
９月１２日（土）

午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）

［対象］４歳以上

［内容］ペットボトルで風車をつく

文化センター
市役所
市民会館

［内容］森の間伐材を使ってガーデニング用のプ

［とき］９月１２日（土）

午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）

JR安城駅

桜町小学校
安城公園

開館時間 午前9:00 ～午後9:00
休 館 日 毎週水曜日

錦町
小学校

間伐材でプランターを作ろう

おやつの試食あります（コーヒー付）

［とき］９月６日（日）
、１３日（日）
日（日）

ペットボトル風車をつくろう
錦町
小学校南

［内容］講師の話をきき自由に話し合いましょう。

くろう。

お問合せ ＆ 地図
秋葉いこいの広場
環境学習センター

環境サロン「食物とアレルギー」

［費用］１００円
［講師］神谷 輝幸 先生

健康お菓子づくり

地産地消のうどんづくり

豆腐のみたらし団子づくり

［内 容］安城産の小麦粉を使って家
庭でもできるうどんの作り
方を学びます。
［と き］９月２１日（月・祝）
午前10:00～11:30（90分間）
［対 象］４歳以上の子どもとその保
護者
［定 員］１０組（先着順）
［費 用］２００円
［持ち物］エプロン、三角巾、マスク、
ふきん
［講 師］古居 敬子 先生

［内 容］安城産大豆でつくった豆腐
でみたらしだんごをつくっ
て地産地消を学びます。
［と き］９月２２日（火・祝）
0:00～11:30（90分間）
午前10:00～11:30
［対 象］４歳以上の子どもとその保
護者
（先着順）
［定 員］１０組（先着順）
円
［費 用］２００円
ン、三角巾、マスク、
［持ち物］エプロン、三角巾、マスク、
ふきん
［講 師］杉浦 ひろ子 先生

秋葉公園で
季節の光を感じよう

安城の自然探訪
「秋葉公園の名木」

キャンドルホルダーを作ろう

［内 容］セロファンでカラーメガネ
をつくって秋葉公園で自然
と遊びましょう。
［と き］９月２３日（水・祝）
午後 1:30 ～ 3:00（90 分間）
［対 象］４歳以上
（小学生未満は保護者同伴）
［定 員］２０名（先着順）
［費 用］無料
［持ち物］帽 子、水 筒、長 そで、長 ズ
ボン、運動靴
［講 師］古居 敬子 先生

［内 容］秋葉公園の名木を観察しま

［内容］ペットボトルでキャンドル

［内 容］安城産のお米を使って体に
いいお菓子をつくります。
［と き］９月２０日（日）
午前10:00～11:30（90分間）
［対 象］４歳以上の子どもとその保
護者
［定 員］１０組（先着順）
［費 用］２００円
［持ち物］エプロン、三角巾、マスク、
ふきん
［講 師］古居 敬子 先生

しょう。
［と き］９月２６日（土）
午前10:00～11:30（90分間）
［対 象］１８歳以上
（先着順）
［定 員］２０名（先着順）
［費 用］無料
水筒
［持ち物］帽子、水筒
［講 師］稲垣 英夫 先生

ホルダーをつくろう。
［とき］９月２７日（日）
午前10:00～11:30（90分間）
［対象］４歳以上
（小学生未満は保護者同伴）
［定員］１０名（先着順）
［費用］１００円

月の
10
体験講座

募集受付開始 9/20（日）〜

市民向け環境講座
「洗剤の環境への影響を調べよう」

紙ずもうを作って遊ぼう

メダカ里親プロジェクト 表彰式・放流式
［内 容］メダカ飼育観察記録の優秀者の表彰、講話
と増やしたメダカの放流式を行います。

［内 容］厚紙と空き箱で紙ずもうを作って遊ぼう。

［内 容］各種洗剤をカダヤシに使って環境負荷の少

［と き］１０月４日（日）
、１１日（日）

［と き］１０月３日（土）

午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）

午後 1:30 ～ 3:00（90 分間）

ない石けんをしらべる。
［と き］１０月４日（日）

［対 象］４歳以上

［対 象］４歳以上

午後 1:30 ～ 3:00（90 分間）

（小学生未満は保護者同伴）

（小学生未満は保護者同伴）

［対 象］１８歳以上

［定 員］３０名（先着順）

［定 員］各１０名（先着順）

［定 員］１０名（先着順）

［費 用］無料

［費 用］１００円

［費 用］無料

［会 場］エコきち（予定 )

［持ち物］空き箱（あれば）

［講 師］古居 敬子 先生

［講 師］岩松 鷹司 先生

森の素材で工作

牛乳パックでぶんぶんゴマづくり

エコクッキング
～地元の材料でパエリアをつくってみよう～

［内容］どんぐりやまつぼっくりなど森の素材を使っ

［内容］牛乳パックで笛やコマ、トンボをつくってあ

［内容］地元の食材を使ってパエリアを作ってみよう。

そぼう。

て楽しい工作をします。

［とき］１１月１５日（日）

［とき］１１月１４日（土）
、２１日（土）

［とき］１１月８日（日）

午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）

午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）

［対象］４歳以上の子どもとその保護者

［対象］４歳以上

［対象］４歳以上

［定員］１０組（先着順）

（小学生未満は保護者同伴）
満は保護者同伴）

（小学生未満は保護者同伴）

［費用］２００円

［定員］１０名（先着順）
着順）

［定員］１０名（先着順）

［講師］杉浦 ひろ子 先生

［費用］１００円

［費用］１００円

午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）

募集受付開始 11/5（木）〜

秋葉公園で武道で遊ぼう

市民向け環境講座
「廃油石けんをつくろう」

ペットボトル風車を作ろう

牛乳パック工作

まつぼっくりリースと紙芝居

根羽村産のそば粉で
ドーナッツづくり

安城の自然探訪
「安城公園の名木」

ガーデニング小物づくり

［内容］体操や受け身、護身術を使っ

［内容］廃油を使って環境にやさしい

［内容］ペットボトルで風車を作ります。

［内容］牛乳パックで笛やコマ、トン

［内容］まつぼっくりでかわいいリー

［内容］根羽村産のそば粉を使ってヘ

［内容］安城公園の木々や自然につい

［内容］自然素材でガーデニング小物

た楽しい動きで先生と一緒に
遊びましょう。
［とき］１０月１０日（土）

石けんをつくる。
［とき］１０月１０日（土）

午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）
［対象］小学４年生以上
（３年生は保護者同伴のみ参加可）

ボを作ってあそぼう。

［とき］１０月１２日（月・祝）
午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）

午後 1:30 ～ 3:00（90 分間）

［対象］４歳以上

［対象］１８歳以上

［とき］１０月１８日（日）
午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）
［対象］４歳以上

（小学生未満は保護者同伴）

（未就学児は保護者同伴）

［定員］１５組（先着順）

［定員］１０名（先着順）

［定員］１０名（先着順）

［持ち物］運動のできる服装、
靴、
タオル、

［定員］１０名（先着順）

［費用］１００円

［費用］１００円

［費用］無料

てぶくろ（あれば）
［講師］服部 真史 先生

［講師］伊与田 徳松 先生

［講師］古居 敬子 先生

スをつくり紙芝居でエコを学
ぼう。
［とき］１１月２２日（日）

黒糖まんじゅうをつくろう

森の素材で工作

エコきち環境大学
「植物よもやま話」

［内容］ハウチワカエデ、アカマツな

［内容］安城産の材料を使って黒糖ま

［内容］どんぐりやまつぼっくりなど

［内容］植物についての色々な話を聞

ど植物の種のもつ知恵を調べ

んじゅうをつくり地産地消に

森の素材を使って楽しい工作

てみよう。

ついて学びます。

をします。

［とき］１０月２４日（土）

午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）

午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）

［対象］小学生以上の子どもとその保

［対象］４歳以上の子どもとその保護者

［対象］小学生以上の子どもとその保

［対象］４歳以上

［定員］１０組（先着順）

［定員］１０名（先着順）

［費用］２００円

［費用］１００円

［講師］古居 敬子 先生

［講師］宮澤 上枝 先生

［費用］２００円

［費用］無料

［持ち物］エ プ ロ ン、三 角 巾、マ ス ク、

［講師］川角 正彦 先生

［とき］１０月２５日（日）
午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）
（小学生未満は保護者同伴）

ふきん
［講師］杉浦 ひろ子 先生

ネイチャーゲーム 葉っぱで小物づくり
［内 容］もみじなどの葉っぱをラミネートして

小物入れにしよう。
［と き］１１月１日（日）

午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）
（小学生未満は保護者同伴）
［定 員］１０名（先着順）

（小学生未満は保護者同伴）

［定員］２０名（先着順）

［定員］１０名（先着順）

［費用］無料

［費用］１００円

［集合］安城公園 鹿おりの前

［講師］古居 敬子 先生

［講師］稲垣 英夫 先生

大橋 輝美子 先生

テニスを始めてみたい方向けに、親子で参加できる体験会と、大人向け初心者テニス体験会を開催！！この機会にぜひテニスを始めてみませんか？
クラス

親子テニス体験会

午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）

［定員］２０名（先着順）
［費用］無料

［費用］１００円

［講師］稲垣 英夫 先生

時間

17：05 〜 17：50（45 分）

18：00 〜 18：50（50 分）

対象

年長〜小３とその保護者

１８歳以上

費用

１０組（先着順）

１６名（先着順）

定員

１,０００円（１組）

８００円（１名）

、１７日（火）
［と き］１１月３日（火・祝）
午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）
［対 象］１８歳以上

着順）
［定 員］１０名（先着順）

［費 用］１００円

０円
［費 用］２回で５００円

［講 師］古居 敬子 先生

［講 師］阿部 房子 さん他

９時まで（水曜日を除く）

アイデアずしで地産地消を考えよう
［内 容］地元の材料を使って見た目もきれいな

アイデア寿司をつくろう。

電話・ＦＡＸ
（７６-７１８４）
①体験会名 ②住所 ③氏名 ④年齢 ⑤電話番号 ⑥参加人数

親子でテニスの基本を学び、
テニスを楽しみます。

を伝えてお申し込み下さい。

これからテニスを始める方を
対象にテニスの基本を指導します。

エコきち

布を使ってぞうりをつくろう。

［申込］９月２０日（日）から体験会開催の３日前までの午前９時〜午後
環境学習センターエコきち窓口または

内容

［内 容］２回連続講座

テニスコートＢ
［講師］中野 文高（日本プロテニス協会所属）

［対象］１８歳以上

［定員］１０名（先着順）

布ぞうりづくり

［とき］平成２７年１０月４日（日）

初心者テニス体験会

募集受付開始 10/20（火）〜

［対 象］４歳以上

［対象］４歳以上

［対象］１８歳以上

護者

（小学生未満は保護者同伴）

午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）

午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）

きましょう。
［とき］１０月３１日（土）

［対象］４歳以上

［定員］１０組（先着順）

［定員］５組（先着順）

月の
11
体験講座

［とき］１１月２８日（土）

午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）

午前 10:00 ～ 11:00（60 分間）

をつくる。
［とき］１１月２９日（日）

始めよう！エンジョイテニス体験会

秋葉公園の自然と遊ぼう
「種の知恵を探そう」

護者

学びます。

［とき］１１月２３日（月・祝）

募集受付開始 10/5（月）〜

［とき］１０月１７日（土）

て講師と一緒に観察しながら

ルシードーナッツをつくろう。

［その他］ラケットレンタル可 ※申込時に伝えて下さい
当日でも空席があればご参加いただけます。

体験レポート

夏休み！エコきちには、たくさんのお友達が遊びに来てくれました。みんなありがとう！これからも、たくさん遊びにきてねー♪

7/20

(月・祝)

エコきち自然探検隊～西尾いきものふれあいの里～

8/9

(日)

冬・水・田んぼでいきものみっけ「発表会」in エコきち

今年から始まったプログラム、「エコき

エコきちで昨年より続けている” 生命を大切にす

ち自然探検隊」。

るココロを育む環境プロジェクト”「冬・水・田ん

第１弾は、西尾いきものふれあいの里

ぼでいきものみっけ」
。田んぼで見つけた生き物の

に行ってきました！

まとめやこれからの課題など話し合いました。

［定 員］１０組（先着順）

暑い日でしたが、反射する緑がキレイ

農薬や肥料を使わない方が稲は強くなり、生き物

［費 用］２００円

で吹く風が気持ちよく、秋葉公園とは

は増え人間にも良い、この意識が広がってくれる

また違った大自然を満喫！！

と良いですね。

施設の自然観察員の方にガイドしてい

5/30 に植えた稲はこれから収穫までエコきちで

ただき大人も子どもも楽しめました♪

大切に育てます。また見に来てね♪

［と き］１１月７日（土）

午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）
［対 象］４歳以上の子どもとその保護者

［講 師］古居 敬子 先生

