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月の
体験講座

募集受付開始 12/20（日）〜

七草がゆを味わおう
［内容］ 春の七草でおかゆをつくり一
年間の健康を祈ります。
［とき］ １月９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

募集受付開始 1/7（木）〜

桜井凧をつくろう

廃油せっけんをつくろう

［内容］ 桜井凧保存協会のみなさんの

［内容］ 自然農法で作った小豆あんで

［内容］ 廃油からせっけんを作り、家

指導で強度の伝統工芸である

大福もちを作り、自然の恵み

庭で使用してもらい河川浄化

桜井凧をつくる。
［とき］ １月１０日（日）
午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）

［定員］ １０組（先着順）

［対象］ ４歳以上の子どもとその保護者

［費用］ １００円

［定員］ １０組（先着順）

［持ち物］ エプロン、
三角巾、
マスク、
ふき

［費用］ ３００円

ん、
おわん、
おはし

大福もちをつくろう

［講師］ 桜井凧保存会

と季節の味を味わう。
［とき］ １月１１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］ ５組（先着順）
［費用］ ３００円
三角巾、
マスク、
ふき
［持ち物］ エプロン、
ん、
さら、
おはし
［講師］ 神谷 直子 先生

［講師］ 古居 敬子 先生

に役立てる。
［とき］ １月１６日（土）
午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）
［対象］ １８歳以上
先着順）
［定員］ ５名（先着順）
［費用］ 無料
袋、長そで
［持ち物］ ゴム手袋、長そで
［講師］ 古居 敬子 先生

エコきちの 冬
みなさん、冬のエコきちをご存じですか？

それから、エコきちには寒い冬をあたたかくして

昨年から、モミの木に良く似た「ドイツトウヒ」とい

くれるペレットストーブがあります。

う木とともにクリスマス、お正月、節分、おひなさま

木質ペレットを燃料とするストーブのことです。

まで、飾りを変えて来館者をお迎えしていました。

ペレットとは、おが粉やかんな屑など製材の際廃棄

今年も、元気に育ってくれたツリーがお目見えしま

されてしまうものを圧縮した小粒の固形燃料のこと。

す！ぜひ、遊びに来てね。

森林の育成過程で抜かれてしまう間伐材も利用して
いて、地球温暖化対策に貢献しています。

募集受付開始 1/7（木）〜

かるた遊び
［内容］ 身近にある材料でかるたをつ
くり、正月遊びを楽しむ。
［とき］ １月１７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）

［内容］ 平成２８年度から始まる新し
い安城市の環境基本計画の話
を聞く。
［とき］ １月２３日（土）
午後 1:30 ～ 3:00（90 分間）
［対象］ １８歳以上
［定員］ ４５名（先着順）

楽しい！
「とぶ」
おもちゃ
［内容］ 身近にある材料で
「とぶ」
おも
ちゃをつくって遊ぼう。
［とき］ １月２４日
（日）
、
３１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）

環境サロン
「自然農を楽しむ」

はこれから始めようとしてい
る人たちのおしゃべりの会。
［とき］ １月３０日
（土）
午後1：30 ～ 3：00
（90分間）
［対象］ １８歳以上
以上

［費用］ 無料

［定員］ １０名
（先着順）

［定員］ １０名
（先着順）

［費用］ 無料

［講師］ 横山 真澄 先生

［費用］ 無料

［費用］ ２００円
円

［持ち物］ トイレットペーパーのしん２つ

［講師］ 神谷 輝幸 先生

月の
体験講座

（安城市環境首都推進課長）

しょう！！

［内容］ 自然農を実践している、
また

［定員］ １０名（先着順）
［講師］ 古居 敬子 先生
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環境大学

環境のことを考えながら、みんなであたたまりま

ドイツトウヒのクリスマスツリー

ペレットストーブ

冬の秋葉公園（2014 年）

募集受付開始 1/21（木）〜

バンダナで包もう！
［内容］ ふろしきの代わりにバンダナ
を使ってペットボトルなどを
包む方法を楽しく学びます。
（土）
［とき］ ２月６日

楽しいひな祭り

①おこしもんづくり
［内容］ 三河地方の郷土料理おこしも
んを作って季節の味を味わう。
［とき］ ２月７日
（日）

楽しいひな祭り

②いがまんじゅう
［内容］ ひな祭りでいただくいがまん
じゅうをつくろう。
［とき］ ２月１１日
（木・祝）

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歳以上の子どもとその保護者

［対象］ １８歳以上

［定員］ １０組
（先着順）

［定員］ １０組
（先着順）

（先着順）
［定員］ １０名

［費用］ ２００円

［費用］ ２００円

［費用］ 無料

［持ち物］ エプロン、
三角巾、
マスク、
ふき

［持ち物］ エプロン、
三角巾、
マスク、
ふき

午前10：00 ～ 11：30
（90分間）

（バンダナの無い方は
［持ち物］ バンダナ
お申込み時にお知らせ下さい）
［講師］ 安城消費生活学校

ん、
さら、
おはし
［講師］ 古居 敬子 先生
ちらかを選んで下さい。
※①か②のどちらかを選んで下さい。

ん、
さら、
おはし
［講師］ 杉浦 ひろ子 先生
※①か②のどちらかを選んで下さい。

武道であそぼう

［内容］身近にある材料でひな人形を
つくろう。
［とき］２月１４日（日）
午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）
［対象］４歳以上

あそぼう。
（土）
［とき］ ２月１３日
午前10：00 ～ 11：30
（90分間）
［対象］ 小学４年生以上
（小学生３年生は保護者同伴）
（先着順）
［定員］ １０名

（小学生未満は保護者同伴）

環境団体交流会、懇親会

体の活動を発表し、交流を深
める。

［定員］１０名（先着順）

［対象］１８歳以上

［費用］無料

［定員］１０名（先着順）

［持ち物］トイレットペーパーのしん２つ

［費用］２００円
［講師］神谷 輝幸 先生

［定員］４５名（先着順）
［費用］無料
［講師］山田 朝夫 先生
（社会福祉法人財団親和会
八千代病院事務部長）

［内容］環境活動に取り組む個人、団

茶話会、抽選会あります。
［とき］２月２１日（日）
午後 1:30 ～ 3:00（90 分間）
［対象］どなたでも
［費用］無料

(土)

安城メダカ里親プロジェクト～表彰式・放流式～

今年最後のメダカプロジェクト。毎日取ってもらった
観察記録を岩松鷹司先生が選考し、表彰式を開催しまし

秋葉公園は、ドングリの宝箱。

た。そのあとは、皆さんで放流式です。

また、秋のドングリを探しに来てね♪

聞きます。

［対象］１８歳以上

「日本の森のドングリの木は約２０種類。秋葉公園に

10/3

は１０種類の木があります。
」と、ドングリ博士。

［講師］ 服部 真史 先生

話し合います。竹炭を入れて

午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）

「ドングリ」
の学習

て名前も覚えたね。

のある山田朝夫さんのお話を

午後 1:30 ～ 3:00（90 分間）

(木)

手袋、
タオル
［持ち物］ 動きやすい服装、

［内容］環境や健康の問題解決に実績

［とき］２月２８日（日）

(金)

オリジナルドングリ標本で拾ったドングリを見比べてみ

活に取り入れることについて
炊いたご飯の試食付き。

10/23 10/29

［費用］ 無料

［内容］安城七夕の竹を使った炭を生

［とき］２月２０日（土）

学校のみんなで環境についてたくさん学べたね。これからも楽しく学ぼうね♪

た楽しい動きで先生と一緒に

当日受付

環境大学「環境と健康」

秋のエコきちにも、たくさんのお友達が遊びに来てくれました。ありがとう！

護身術を使っ
［内容］ 体操や受け身、

募集受付開始 2/5（金）〜

エコ工作「おひなさま」 環境サロン「炭と生活」

エコきち 体験レポート

ずっと育ててきたメダカを放流するさみしさはあります
が、これからは自然界で強く元気に育って欲しい！とい
う願いをこめて放流しました。
ご参加いただいた皆さん、長い間大切に育てていただき、
ありがとうございました。

