1月の
体験講座

★の付いている講座は往復はがきでの申し込みになります
（右ページ下段をご覧下さい）

★の付いている講座は往復はがきでの申し込みになります
（ページ下段をご覧下さい）

2

月の

募集受付開始 12/18（日）〜

募集受付開始 1/21（土）〜

体験講座

エコはねつきを作ってあそぼう

七草粥を味わおう

雪だるまスノードーム

節分おめんづくり

［内容］ エコ素材で作った羽子板ではねつきをし

［内容］ 春の七草を使って、健康七草粥を作り味

［内容］ 大 人 気！雪だるまバージョンのスノー

［内容］ 節分のおめんをつくって遊

よう。
［とき］ １月５日（木）、６日（金）
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］ 各１０名（先着順）

わおう。
［とき］ １月７日（土）
午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）

ドームを作ります。
［とき］ １月８日（日）、９日（月・祝）

びます。
（土）
［とき］ ２月４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

［対象］ ４歳以上の子どもとその保護者

［定員］ ２０名（先着順）

［定員］ 各１０名（先着順）

［費用］ １００円

［費用］ ３００円

［講師］ 古居 敬子 氏

［講師］ 本間 嘉彰 氏

［持ち物］ エプロン、三角巾、マスク、ふきん、はし、

午前10:00 ～11:30
（90分間）
［対象］ ４歳以上の子ども
（小学１年生以下は保護者
同伴）
（先着順）
先着順）
［定員］ １０名
［費用］ １００円

おわん

★大福もちをつくろう

廃油石けんづくり体験

［内容］ 自然農で作った小豆で大福もちを作ろう。

［内容］ 食用油の廃油で環境にやさしい石けん

（土）
［とき］ １月１４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

作りを体験しよう。
［とき］ １月１５日（日）
午前 10:00 ～ 12:00（120 分間）

和紙ストラップと折り紙

食品ロスのない料理

［内容］ 裁断余りの和紙でストラップを作ります。

［内 容］ 食品ロスを出さない
「使い切
り」
エコ料理。
白菜のクリーム
シチューなどを作ります。
［と き］ ２月１８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
［定 員］ １０名（先着順）
［費 用］ ２００円
［講 師］ 安城市消費生活学校
［持ち物］ エプロン、三角巾、ふきん、は
し、お持ち帰り容器

午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）

［定員］ １０名

［対象］ １８歳以上

［対象］ ４歳以上の子どもとその保護者

［費用］ ２００円

［定員］ １０名（先着順）

［定員］ １０名（先着順）

［講師］ 神谷 直子 氏

［講師］ 古居 敬子 氏

［費用］ ５０円（１個）

三角巾、
マスク、
ふきん、
お持ち
［持ち物］ エプロン、

［持ち物］ 長そでシャツ

［講師］ 安城市消費生活学校

帰り容器

大人の自然めぐり

ふしぎだね！科学あそび

武道であそぼう

～原始の森バスツアー～

［内容］ 冬しかできない科学あそびを体験しま

［内容］ 体操や受け身、護身術を使った動きで遊

［内容］ 安城に現存する自然植生の樹木（縄文時

しょう。
［とき］ １月２２日（日）
午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）
［対象］ 小学１年生以上の子どもとその保護者
［定員］ ５名（先着順）

ぼう。運動したい大人も大歓迎です。
［とき］ １月２９日（日）
午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）
［対象］ 小学４年生以上
（３年生は保護者同伴で参加可能）

代からのふるさとの森）をバスでめぐり
ます。
（日）午後1:00 ～3:30
（150分間）
［とき］ １月２９日
［対象］ １８歳以上
［定員］ ２０名（先着順）

［費用］ １組５０円

［定員］ １０名（先着順）

［講師］ 森部 豊 氏

［講師］ 川角 正彦 氏

［講師］ 服部 真史 氏

［持ち物］ 歩きやすい靴、服装、水筒など

［持ち物］ 長そで、長ズボン、手袋、運動靴、水筒、
タオル

エコきちミッション＆作ってあそぼう

［内容］ アクリル毛糸でたわしを作り、洗剤を減

エコきちでは11月より毎日9:00から17:00の間遊べる・作れるプログラムイベントをやっ
ています！※都合により遊べない日があります。

らす生活をする。
［とき］ １月２８日（土）
午前 10:00 ～ 11:30（90 分間）
［対象］ １８歳以上

木のペンダントづくり

秋葉公園の自然の宝探し

自分だけのオリジナルペンダントを作ろう。

公園の地図とヒントを見ながら探そう！

環境団体・個人交流会

［内容］ 伝統のひな祭りお菓子を

［内容］ 環境団体・個人の環境活動

作ろう。

を報告し合い交流を深める。
［とき］ ２月１２日（日）

［とき］ ２月１１日（土・祝）
午前10:00～11:30（90分間）

受 付（抽 選 券 配 布）… 午 後

［対象］ ４歳 以上の子どもとその

1:00 ～ 1:30

保護者

活動発表会…1:30 ～ 2:30

［定員］ ２０名（先着順）

懇親会…2:30 ～ 2:50

［費用］ ２００円

お楽しみ抽選会（抽選券が

［講師］ 古居 敬子 氏

必要です）

［持ち物］ エプロン、三角巾、ふきん、

［定員］ ４０名
［備考］ 申し込み不要

はし、お持ち帰り容器

★いちご大福をつくろう

環境大学 協働プロジェクト アクリルたわしで川をきれいに
［内容］ 環境のための協働プロジェ

［内容］ アクリル毛糸でたわしをつく
り、
洗剤を減らす生活をする。

クトの活動報告会です。

［とき］ ２月２６日（日）

（日）
［とき］ ２月１９日
午後1:30 ～ 3:00
（90 分間）
［対象］ １８歳以上
（先着順）
［定員］ ４０名
［持ち物］ 筆記用具
［備考］ ファシリテーター :
市川 博美 氏

午前 10:00 ～11:30（90 分間）

［対象］ １８歳以上
［定員］ ５名（先着順）
［費用］ １００円
［講師］ 中嶋 雅子 氏
［持ち物］ かぎ針８号（無い場合貸出し

［内容］ 自然農法で作った小豆を
使っていちご大福を作ろう。
［とき］ ２月２５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
［定員］ １０名
［費用］ ３００円
［講師］ 神谷 直子 氏
［持ち物］ エプロン、三角巾、マスク、

ます）

ふきん、
お持ち帰り容器

★「大福をつくろう」、
「いちご大福をつくろう」講座の申し込み方法
当講座は往復はがきでの申し込みとなります。通常講
座と申込方法が異なりますのでご了承下さい。

往復はがきに必要事項（右の記入例を参照）を記入
し、秋葉いこいの広場環境学習センター エコきち
まで郵送して下さい。１家族２名まで、１枚のはが
きで４名まで応募できます。
応募多数の場合は抽選を行い、当落通知を発送い
たします。当選者は講座当日に当選はがきをお持
ち下さい。

応募期間

アクリルたわしで川をきれいに

［内 容］ ウーさまと楽しむバレンタイン。
ぐるぐるゼミナールとチョコ
レート作り。
（日）
［と き］ ２月５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
（先着順）
［定 員］ ２０名
［費 用］ １００円
［講 師］ 環境アドバイザー クロメダカ
チーム
［持ち物］ エプロン、三角巾、ふきん、さら
「ぐるぐるゼミナール」
冊子
［備 考］ 1人1冊
をプレゼント

おこしもんづくり

募集受付開始 2/4（土）〜

募集受付開始 1/7（土）〜

［とき］ １月２１日（土）

安城市
こどもぐるぐるゼミナール

谷折り

５２
（返信）

ご自分の「郵便番号」
「住所」
「氏名」を記入

○○○○様

（様と記入願います）

(土)

①講座名
②郵便番号・住所
③申込者全員の氏名
（ふりがな）・年齢

５２

４４６ ００４２

（往信）

※１家 族２名、１枚 で
４名まで申込可
④電話番号
（自宅 or 携帯）

安城市大山町１-７-１

秋葉いこいの広場
環境学習センター

１２月２５日まで ※当日消印有効
エコきち

10/1

山折り

安城メダカ里親プロジェクト～表彰式・放流式～

体験レポート
10/13.14
(木・金)

どんぐり学校

今年のメダカの放流は、安城市歴史博

今年も大人気のどんぐり先生のどんぐ

物館前の池に2,857 匹放流させてもら

り授業！

いました。

お話を聞いて外に出れば、授業で紹介

今年で３年目の里親プロジェクトです

されたどんぐり達を拾うことができま

が、毎回ご参加頂いている方や初めての

す。まさしく体験学習です。

方、皆さんのメダカに対する気持ちはや

どんぐりは同じ種類でも地域、樹齢に

１個５０円

さしくてあたたかいです。毎年この時

よって実の大きさや色が違うので、秋葉

※数に限りが
あります

は、のびのびと泳ぐメダカの姿を見て、

公園で拾ったどんぐりはもしかしたら

うれしさ半分、さみしさ半分ですね。

世界で１つだけの物かもしれませんね。

［定員］ ５名（先着順）

エコきち
ミッション

［費用］ １００円

Ａ・Ｂ

［講師］ 中嶋 雅子 氏
［持ち物］ かぎ針８号（無い場合貸出します）

抽選結果を印刷し
ますので、ここには
何も記入しないで
下さい。

