
［ 7月・ 8月・ 9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。

8竹でわなげづくり

国夏のオーナメントづくり

間伐材でかべかけづくリ

Pダンボールパズルづくり

〇 夏のシーグラスエ作

〇 木のペンダントづくり

〇 野菜スタンプ

〇 自然の色で染めよう

〇 環境サロン

〇 親子でサイエンス～不用品を使おう～

〇 エコキャップでマグネットづくリ

Dプラ板キーホルダーづくり

〇 海の贈り物～貝がらアート～

―不要な毛糸で作品づくり

〇 くるりんばうちわ

9折り紙プランツ

〇 木の名札づくり

〇 ダンボールパズルづくリ

,押し花でしおりづくり～しんぶんスクラップより～

〇 環境サロン

7月

.,;—」----2
 

3
 

4
 

5
 

6休

13 
休

20休

27休

7
 

14 

21 

28 

8
 

15 

，
 16 

10 

17 

22 23 24 

I 0/ 0/ 
29 30 31 

O/0/ 0/ 

11'.A)/ 12R/ 

18 
／ 

19 
＠／ 

25 0/ 26 0/ 

8月

・后一」'--—1 

0/ 
3休 4

 
5
 

6
 

7
 

8 
U/ 

10 
／ ーー

12 13 14 
15R / 

17休 18 

24休 25

31休

19 20 21 

0/ 0/ 0/ 
26 27 28 

22 

29 

／
 

2 

~ / 
， 
0/ 

16 e)/ 

23 

30 

9月

-... '--— 2 3 4 
5 O/ 6 

7 8 ， 10 1 1 12 13 
休

14 15 16 17 18 19 20 
休

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 
休

甜品盟忠GC.)ALS
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

［ お問い合せ＆アクセス J 

柿田公園管理事務所 エコきち

€口四 8:30~ 17:15 
G置直D毎週月曜日（祝日は開館）・年末年始(12/29～翌1/3)

€〒446-0001 安城市里町4丁目12番地4

€四四D os66-98-3784 一https://www.ecokichi.net

〇 柿田公園管理事務所エコきち

名鉄新安城駅から徒歩13分

あんくるバス「北部公民館」バス停から徒歩1分

※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こ利用ください。

（駐車場は柿田公園駐車場をご利用ください。）
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ェ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。
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「募集方法 烹誓王烹笠日までの9:00~17:00まで l 
(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)マスクの着用と検温、アルコール消毒にご協力ください。発熱・せきなど体調の悪い方は

入室できません。

(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。

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。

［とき］ 7月11日（土）、22日（水）

10: 00 ~ 11 : 00 

因象］ 4歳以上の親子

淀員］ 各5組（先着順）

［費用］ 200円
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[密閉・密集・密接を避けるため

講座の募集定員を通常の半分に
させていただいております。

また、フリースペースも定員制を
とらせていただきます。

みなさまのご協力をお願いいたします。
し 4

夏のオーナメントづくり

［内容］ 間伐材とシーグラスで自分だけの

オーナメントをつくろう。

［とき］ 7月12日（日） 10:00 ~ 11 : 00 

因象］ 4歳以上の親子

淀員］ 5組（先着順）

［費用］ 300円
↓ ~— 

［講師］

間伐材でかべかけづくり

［内容］ 間伐材と不用品で自分だけの

かべかけをつくろう。

［とき］ 7月18日（土） 10: 00 ~ 11 : 00 

困象］ 4歳以上の親子

淀員］ 5組（先着順）

［費用］ 200円

［講師］ 古居敬子氏

ダンポールパズルづくり

［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］ 7月19日（日） 10:00 ~ 11 : 00 

因象］ 4歳以上の親子

ほ員］ 5組（先着順）

［費用］ 200円

夏のシーグラス工作

［内容］ シーグラスを使ってティッシュ

ケースカバーをつくろう。

［とき］ 7月23日（木・祝）
10 : 00 ~ 11 : 00 

困象］ 4歳以上の親子

淀員］ 5組（先着順）

［費用］ 400円

［講師］ 渋田見有美氏

木のペンダントづくり

［内容］ 間伐材に絵をかいてオリジナル

ペンダントをつくろう。

［とき］ 7月24日（金・祝）、31日（金）
10 : 00 ~ 11 : 00 

困象］ 4歳以上の親子

淀員］ 各5組（先着順）

［費用］ 100円
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野菜スタンプ

［内容］ 野菜の切れ端に絵の具をつけて

お絵かきしよう。

［とき］ 7月25日（土）、26日（日）

10: 00~11: 00 

肉象］ 4歳以上の親子

淀員］ 各5組（先藩順）

［費用］ 200円

詩ち物］ よごれてもいい服、

ぞうきん、野菜の

切れ端3個（オクラ、；

ニンジン、

キュウリなど）

［内 容］ 藍の生葉染めを体験しよう。
［とき］ 7月29日（水）10:00~11: 00 

［対象］ 4歳以上の親子

淀員］ 5組（先着順）
［費用］ 300円
［講 師］ 沓名古乃（くつなこの）氏

国ち物］ よごれてもいい服、トンカチか丸石

親子でサイエンス
～不用品を使おう～

［内容］ 「スプ一ン曲げ」、「 1円玉を通りぬける

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］ 8月1日（土） 10:00 ~ 11 : 00 

因象］ 小学3年以上の親子

淀員］ 5組（先着順）

［費用］ 100円
鳴師］ 川角正彦氏

自然の色で染めよう

ェコキャップでマグネットづくり

［内 容］ エコキャップでスイーツのような
マグネットをつくろう。

［とき］ 8月2日（日）10:00 ~ 11 : 00 
［対象］ 小学生
ぽ員］ 5名（先着順）

［費用］ 100円

［講師］ 洞山直美氏

環境サロン

［内容］ 自然栽培を学ぼう。

［とき］ 7月30日（木） 10: 00 ~ 11 : 00 

困象］ 18歳以上

淀員］ 10名（先着順）

鳴師］ 神谷輝幸氏

プラ板キーホルダーづくり

［内 容］ 不要なプラスティック容器を使って
作品をつくろう。

［とき］ 8月8日（土）10: 00 ~ 11 : 00 
［対象］ 小学生の親子
［定員］ 5組（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

海の贈り物～貝がらアート～ 不要な毛糸で作品づくり

［内容］ 貝がらを使ってオリジナル作品を て，7 ［内容］ あまり毛糸でカップケーキを

つくろう。
．̂こ

つくろう。

［とき］ 8月9日（日） ［とき］ 8月10日（月・祝）

10 : 00 ~ 11 : 00 10: 00 ~ 11 : 00 

肉象］ 4歳以上の親子 肉象］ 小学生(4年生以下は保護者同伴）

淀員］ 5組（先着順） 淀員］ 5名（先着順）

隕用］ 200円 ［費用］ 300円

鷹師］ 古居敬子氏 鳴剛 渋田見有美氏

L¥¥ 

安城市内で見つけたセミの

ぬけがらを持ってきてね。

クマゼミやアブラゼミといった —.

種類ごとに分けよう。
ピ

お楽しみプレゼントがあるよ！

※ひとり 1日一回まで

虫や動物、魚、花、木など「生きもの」を見つけて絵を描いて応募しよう。

海や川、山や森、近くの公園などどこでもいいよ。

m4歳以上、ひとり1枚まで

・用紙はA4サイズ画用紙（エコきちにもあります）。

・先着50名にオリジナルエコバッグプレゼント。

・応募作品はエコきち・エコきちひろばに展示・

掲載させていただきます。

Z̀日7月18日（土）～8月30日（日）

夕

くるりんばうちわ 折り紙プランツ

［［内容］ あまっている割りばしでうちわをつくろう。 ［内 容］ 折り紙作品と鉢植えを組み合わせてオリジナル作品を

［とき］ 8月15日（土） つくろう。

10: 00 ~ 11 : 00 

'̀疇
z ［とき］ 8月16日（日）

肉象］ 小学生 10 : 00 ~ 11 : 00 

淀員］ 5名（先着順） ［対象］ 4歳以上の親子

［費用］ 100円 ［定員］ 5組（先着順）

鳴銅 社本祐加子氏 ［費用］ 300円

桔寺ち物］ 割りばし1膳 ［講師］ 大橋輝美子氏

木の名札づくり ダンポールパズルづくり
押し花でしおりづくり

～しんぶんスクラップより～

［内容］ 間伐材や自然の材料でオリジナル ［内容］ 丸型ダンボールでオリジナル ［内容］ 押し花でオリジナルしおりづくり。

名札をつくろう。 パズルをつくろう。 ［とき］ 8月22日（土） 10: 00 ~ 11 : 00 

［とき］ 8月19日（水）、21日（金） ［とき］ 8月20日（木） 因象］ 4歳以上の親子

10: 00~11: 00 10: 00~11: 00 淀員］ 5組（先着順）

肉象］ 小学生 困象］ 4歳以上の親子 ［費用］ 200円

淀員］ 各5名（先着順） 淀員］ 5組（先着順） ［講師］ 中日新聞 e—リメイクサロン
［費用］ 200円 ［費用］ 200円 山下由圭（ゆか）氏

環境サロン

11111 7月18日（土）～ 8月30日（日）

［内容］ 秋冬野菜の自然栽培にチャレンジ。

［とき］ 9月5日（土）

10: 00~11: 00 

困象］ 18歳以上

淀員］ 10名（先着順）

鳴躙 神谷輝幸氏

～海の日・山
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昨年は環境省の「つなげよう、

支えよう森里川海プロジェクト」

とコラボしてイベントを

行いました。

今年はにぎやかなイベントは

できませんが、展示などで

お伝えしていきますので、

ぜひ展示にもご注目

くださいね。
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