4月・5月・6月のスケジュール
体験講座は事前にご予約ください。講座の予約状況はホームページでご確認いただけます。
プログラムの詳しい内容などについては、気軽にお問い合せください。
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葉っぱでスタンプ 中 止
エコクラフトテープでティッシュケースカバーづくり
母の日ありがとうボードづくり
押し花でしおりづくり
環境サロン
ダンボールパズルづくり
プラ板キーホルダーとネックレスづくり
〜しんぶんスクラップより〜
竹でわなげづくり
親子でサイエンス〜不用品を使おう〜
地産地消：おからクッキーづくり
不用品でスライムづくり 〜しんぶんスクラップより〜
ジャパンブルー：自然の染料「藍」を知ろう
お菓子の空き容器で冒険バッグをつくろう
地産地消：きなこおやつづくり
O 初夏のニット帽づくり 〜 2回連続講座〜
父の日メッセージボードづくり
布ぞうりづくり 〜 2回連続講座〜
かしわもちづくり
メダカの譲渡
蝶のとぶまち調査
海の贈り物で夏のリースをつくろう
ジャパンブルー：自然の染料「藍」の絞り染め体験
エコクラフトテープでカゴバッグを編んでみよう
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メダカ生態勉強会・・・7 / 4(土) 13:30 〜 15:30

エコきちポイントカード
環境に関する様々なプログラムに参加する
とエコきちポイントを付与します。
10ポイントでエコきちオリジナルエコバッグ
プレゼントします。

柿田公園管理事務所「エコきち」は、
持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

柿田公園管理事務所 エコきち
開館時間 8:30 〜 17:15

所 〒446-0001 安城市里町4丁目12番地4

住

電話/FAX 0566-98-3784
U

R

L https://www.ecokichi.net

柿田公園管理事務所エコきち
エコきち HP の
QR コード

2020.4.1 発行

１年前の５月、ぬけるような青空の下、柿田公園管理事務所「エコきち」が新規オープンしました。
みなさんの応援のおかげで講座の参加者も増え、柿田公園ご利用の方にも多数来館いただけるようになりました。
２年目も楽しくエコを体験できる基地、笑顔で集えるエコきちをめざしていきます。ぜひ遊びにきてね！

募集方法

【募集期間】募集開始日から講座開催の前日までの9:00 〜 17:00まで（月曜日を除く・月曜日の時は前日まで）
エコきち窓口または電話にてお申し込み

（1）①講座名 ②町名か学校 、幼稚園・保育園名 ③氏名 ④年齢 ⑤電話番号 ⑥参加人数が分かるようにお申し込みください。
（2）クッキング講座は参加者全員（保護者も含む）の参加費が必要です。
（3）原則として対象年齢未満のお連れ様は安全のため会場に入れません。
（4）募集開始日はおひとり様１講座のみの受付とさせていただきます。
（5）個人情報は適正に管理し、お申し込みの講座関係以外では一切使用しません。
（6）講座・イベントでは写真撮影し広報媒体で使用させていただきます。掲載を希望されない方はその場でスタッフまでお申し出ください。

4月・5月 の体験講座

安城市 北部公民館

募集開始日
3/21
（土）〜

葉っぱでスタンプ 中 止
［内 容］ 葉っぱに絵の具をつけてお絵かき
しよう。
［と き］ 4月4日（土）、5日（日）
10：00 ～ 11：30
［対 象］ ４歳以上
（新小学１年以下は保護者同伴）
［定 員］ 各日10名（先着順）
［費 用］ 200円
［持ち物］ よごれてもいい服、ぞうきん、帽子

※新型コロナウイルス感染拡大防止のためやむを得ず中止させていただく
場合がありますので、
開催状況をお電話やホームページでご確認ください。

エコクラフトテープで
ティッシュケースカバーづくり
［内 容］ エコクラフトでティッシュケース
カバーを編んでみよう。
［と き］ 4月11日（土）9：30 ～ 12：00
［対 象］ 15歳以上
［定 員］ 5名（先着順）
［費 用］ 700円
［講 師］ 社本祐加子氏
［持ち物］ せんたくばさみ10個、30㎝ものさし

母の日ありがとう
ボードづくり
［内 容］ 間伐材の板でお母さんへの
ありがとうメッセージをつくろう。
［と き］ 4月12日（日）、18日（土）
10：00 ～ 11：30
［対 象］ 4歳以上
（新小学１年以下は保護者同伴）
［定 員］ 各日10名（先着順）
［費 用］ 300円

募集開始日 ４/７（火）
〜

押し花でしおりづくり

お問い合せ＆アクセス

（祝日は開館）
・年末年始
（12/29 〜翌1/3）
休 館 日 毎週月曜日

vol.5

［内 容］ 押し花でしおりとコースターを
つくろう。
［と き］ 4月19日（日）10：00 ～ 11：30
［対 象］ 15歳以上
［定 員］ 10名（先着順）
［費 用］ 200円
［講 師］ 中日新聞e-リメイクサロン
山下由圭（ゆか）氏

環境サロン
［内 容］ 自然栽培と生物多様性について
話し合おう。
［と き］ 4月25日（土）13：30 ～ 15：00
［対 象］ 18歳以上
［定 員］ 20名（先着順）
［費 用］ 200円（資料代）

ダンボールパズルづくり
［内 容］ 丸型ダンボールでオリジナル
パズルをつくろう。
［と き］ 4月26日（日）、5月2日（土）
10：00 ～ 11：30
［対 象］ 4歳以上
（新小学1年以下は保護者同伴）
［定 員］ 各日10名（先着順）
［費 用］ 200円

募集開始日

4/7（火）
〜

プラ板キーホルダーと
ネックレスづくり
～しんぶんスクラップより～
［内 容］ 不要なプラスティックの板に絵を描いて
キーホルダーやネックレスをつくろう。
［と き］ 4月29日（水祝）10：00 ～ 11：30
［対 象］ 4歳以上
（新小学1年以下は保護者同伴）
［定 員］ 10名（先着順）
［費 用］ 200円
［講 師］ 中日新聞e-リメイクサロン
深谷衣代（ふかやきぬよ）氏

地産地消：

おからクッキーづくり
［内 容］ 地元の材料を使っておからクッキー
をつくろう。
［と き］ 5月5日（火祝）10：00 ～ 11：30
［対 象］ 4歳以上の親子
［定 員］ 10名（先着順）
［費 用］ 200円
［講 師］ 古居敬子氏
［持ち物］ エプロン、
三角巾、
ふきん、皿

竹でわなげづくり
［内 容］ 竹を使って遊べるわなげをつくろう。
（日祝）
10：00 ～11：30
［と き］ 5月3日
［対 象］ 4歳以上
（新小学１年以下は保護者同伴）
（先着順）
［定 員］ 10名
［費 用］ 200円

不用品でスライムづくり
～しんぶんスクラップより～
［内 容］ 残ったクレヨンやえのぐを使って
スライムをつくろう。
（水祝）
10：00 ～11：30
［と き］ 5月6日
（新小学1年は保護者同伴）
［対 象］ 小学生
（先着順）
［定 員］ 10名
［費 用］ 200円
［講 師］ 中日新聞e-リメイクサロン
洞山直美
（ほらやまなおみ）
氏

［内 容］ ふた付きのお菓子容器で冒険バッグをつくろう。
［と き］ 5月10日（日）10：00 ～ 11：30
［対 象］ 4歳以上（新小学1年以下は保護者同伴）
［定 員］ 10名（先着順）
［費 用］ 300円
［講 師］ 渋田見有美氏
［持ち物］ おかしのふた付き空き容器

おもいで

「１円玉を通りぬける
［内 容］「スプーン曲げ」、
ビー玉」、
「ひものしゅんかん移動」や
「宙に浮くえんぴつ」など身近なもの
でできるいろんな科学マジックを習
得しながら科学のひみつを学ぼう。
［と き］ 5月4日（月祝）10：00 ～ 11：30
［対 象］ 新小学3年以上の親子
（先着順）
［定 員］ 5組
［費 用］100円
［講 師］ 川角正彦氏

ジャパンブルー：

自然の染料「藍」を知ろう
［内 容］ 藍の苗を観察し、絵手紙を書こう。
［と き］ 5月9日（土）10：00 ～ 11：30
［対 象］ 4歳以上
（新小学1年以下は保護者同伴）
［定 員］ 10名（先着順）
［費 用］ 200円
［講 師］ 沓名古乃（くつなこの）氏

募集開始日 5/7
（木）〜

初夏のニット帽づくり ～ 2回連続講座～
［内 容］ 2 ～ 3歳児用の初夏のニット帽（50センチ前後）を編もう。
お子さまを遊ばせながら参加も可能。
［と き］ 5月23日（土）、6月6日（土）10：00 ～ 11：30
［対 象］ 18歳以上で2回とも参加できる方
［定 員］ ８名（先着順）
［費 用］ 1,000円（初回のみ必要）
［講 師］ 中嶋雅子氏
［持ち物］ かぎ針5 ～ 6号

布ぞうりづくり～ 2回連続講座～
［内 容］ 不要な布を使って布ぞうりをつくろう。
［と き］ 6月2日（火）、16日（火）
10：00 ～ 11：30
［対 象］ 18歳以上で2回とも参加できる方
［定 員］ 12名（先着順）
［費 用］ 500円（初回のみ必要）

募集開始日

秋葉から柿田へ引っ越しして一年。たくさんの笑顔や
優しさをありがとう。

［内 容］間伐材の板でお父さんへのありがとうメッセージボードを
つくろう。
（土）
、
31日
（日）10：00 ～11：30
［と き］5月30日
［対 象］4歳以上
（新小学1年以下は保護者同伴）
（先着順）
［定 員］各日10名
［費 用］300円

蝶のとぶまち調査

［内 容］ 地産地消の材料でかしわもちを
つくろう。
［と き］ 6月7日（日）10：00 ～ 11：30
［対 象］ 4歳以上の親子
［定 員］ 10名（先着順）
［費 用］ 300円
［講 師］ 神谷直子氏
［持ち物］ エプロン、三角巾、
ふきん、
持ち帰り容器

［内 容］ アサギマダラとフジバカマなどの蝶
と花・樹木の関係を調べ、観察や記
録の取り方を学ぼう。
［と き］ 6月14日（日）13：30 ～ 14：30
［対 象］ 新小学４年以上
［定 員］ 20名（先着順）
［持ち物］ 筆記用具

6/5（金）
〜

容］ 貝やシーグラスを使って夏用の涼しげなリースをつくろう。
き］ 6月20日（土）10：00 ～ 11：30
象］ 4歳以上（新小学1年以下は保護者同伴）
員］ 10名（先着順）
用］ 300円
師］ 渋田見有美氏

地産地消：きなこおやつづくり
［内 容］ 地元の無農薬大豆を使ってきなこおやつをつくろう。
［と き］ 5月16日（土）10：00 ～ 11：30
［対 象］ 4歳以上の親子
［定 員］ 10名（先着順）
［費 用］ 300円
［講 師］ 神谷直子氏
［持ち物］ エプロン、三角巾、ふきん

父の日メッセージボードづくり

かしわもちづくり

海の贈り物で夏のリースをつくろう
［内
［と
［対
［定
［費
［講

お菓子の空き容器で冒険バッグをつくろう

の
ち
き
エコ
写真

親子でサイエンス
～不用品を使おう～

5 月・6 月・7月 の体験講座

エコクラフトテープでカゴバッグを編んでみよう
［内 容］ リボンがアクセントのカゴバッグを編んでみよう。
［と き］ 6月27日（土）9：30 ～ 12：00
［対 象］ 18歳以上
［定 員］ 5名（先着順）
［費 用］ 1,000円
［講 師］ 社本祐加子氏
［持ち物］ せんたくばさみ10個、
30㎝ものさし

メダカ里親プロジェクト
～メダカの譲渡～

ジャパンブルー：自然の染料「藍」の絞り染め体験
［内 容］ 藍で身近なものを染めてみよう。
［と き］ 6月21日（日）10：00 ～ 11：30
［対 象］ 4歳以上（新小学1年以下は保護者同伴）
［定 員］ 10名（先着順）
［費 用］ 300円
［講 師］ 沓名古乃氏（くつなこの）
［持ち物］ 綿・麻・絹の靴下、ハンカチ、手ぬぐい、Tシャツ
いずれか一つと、持ち帰り用ビニール袋

メダカ生態勉強会
［内 容］ 電子顕微鏡でメダカの卵を観察したり、
メダカの生態を学ぼう。
（土）
13：30 ～15：30
［と き］ 7月4日
［対 象］ 小学生以上
［定 員］ 20名
（愛知教育大学名誉教授）
［講 師］ 岩松鷹司氏

親子でメダカを
飼育してみませんか？

申込み受付開始日 5/7
（木）
～

絶滅危惧種であるニホンメダカの種の保存とメダカを活用した環境教育を目
的として、安城メダカ（ニホンメダカ）を飼育繁殖させる里親プロジェクトです。
旧エコきちから継続して今回で７年目。エコきちがこれまでに飼育・放流した
メダカは１万匹以上です。この機会に親子でメダカを飼育
してみませんか？
［と き］6月13日（土）13：30 ～ 15：00
［定 員］20名（先着順）
［対 象］小学生以上の親子
［講 師］岩松鷹司氏（愛知教育大学名誉教授）
［持ち物］筆記用具、メダカ持ち帰り容器

オープンプログラム紹介
オープンプログラムとは、予約なしで木のペンダント作りや間伐
材積み木のお絵かきができるミッションのことです。
※
エコきちポイントもたまります。
［と き］10：00 ～ 16：00
［費 用］50円
※エコきちポイントについては
背表紙をご覧ください。

