
・託児あり。（一部託児なし） 
・  ←お子様もご参加いただけます。 

（小学生以下は保護者同伴） 
 

    
    
    

☆☆☆☆講座の申し込み・講座の申し込み・講座の申し込み・講座の申し込み・問い合わせは…問い合わせは…問い合わせは…問い合わせは…    
未来館窓口か、ホームページの申込フォーム、往復はがき、FAX、Eメールのいずれかに、 
①講座名・開催日 ②住所 ③氏名(ふりがな) ④年齢・学年 ⑤連絡先(TEL・FAX) ⑥メールアドレス  
⑦託児(６ヶ月～小学２年生)☆希望者は子どもの氏名(ふりがな)・年齢をご記入の上、各講座開催の 10101010 日前まで日前まで日前まで日前まで    
にお申し込みください。なお、複数でお申し込みの際は、参加される方全員のお名前・年齢をご記入ください。参加される方全員のお名前・年齢をご記入ください。参加される方全員のお名前・年齢をご記入ください。参加される方全員のお名前・年齢をご記入ください。 
※メールでお申し込みの方はkouza@kagoshima-miraikan.jp からのメールを受信可能にしてください。 
◆未来館講座受講者には、リユースリサイクルショップ「かごしまリユースポイントカード」のポイントが付きます 
ので、ぜひお持ちください。（受講時にカードを作成することもできます。） 
◆各講座定員があります。応募者多数の場合抽選となりますのでご了承ください。 

                   
                    

日日日日    時時時時    講講講講    座座座座    名名名名    
場場場場 所所所所    
受講料等受講料等受講料等受講料等    講講講講    師師師師    内内内内    容容容容    

7/3(木) 
13:00～16:00 

古着活用 裂き布で作るかわい
い指あみバッグ   〆切6/24 

1階ﾘｻｲｸﾙ工房 
無料 
18歳以上 

嶋岡 めぐみ 
古着を裂いて、マイバッグを編みます。いらなく
なった衣類も大活躍！サイズはお好みで調整で
きます。 

7/5(土) 
10:00～12:00 

LOHASな暮らし方の提案 
～合言葉はシンプルライフ～ 

       〆切6/25 

2 階研修室 
無料 
18歳以上 

石窪 奈穂美 
消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

『LOHAS』って何？を学んで、楽しくお話しな
がらシンプルな暮らしを考えてみましょう♪ 

7/5(土) 
13:00～16:00 

 端材やあきびんでオイル万華鏡
作り        〆切6/25 

1階ﾘｻｲｸﾙ工房 
1 組 1個 300円 
小学 3年生以上 

野崎 正嗣 
造形作家  
元中高美術教諭 

端材や空き瓶、オイルを使って万華鏡を作りま
す。瓶の中で動く色のかけらが創り出す美しい世
界を楽しみましょう。 

7/6(日) 
10:00～12:00 

昆虫観察のススメ 
～自由研究、その前に！～ 

                〆切6/26 

1 階実験学習室
及び未来館屋外 
無料 
小学生以上 

塚田 拓 
中央堂 代表 

虫をとおして自然に親しみ大事にする心を育み
ます。夏休みの自由研究のヒントにもなります
よ！ 

7/10(木) 
10:00～13:00 

きゅうりキムチ＆ビビン冷麺で
夏を元気に乗り切ろう！ 
～旬の食材を使って～ 〆切7/1 

1階食工房 
1人 1,000円 
18歳以上 

桑水流 善枝 
やさい畑道夢館 

旬の食材を使ってキムチを作ります。またビビン
冷麺の作り方も伝授♪今夏、元気に過ごせること
間違いなしです！ 

7/13(日) 
10:00～14:00 

もうすぐ夏休み！パパとエコな
クッキング      〆切7/3 

1階食工房 
大人1,000円 
こども700円 
小学生以上中学生以下
とその父親 

住吉 小百合 
びわ温熱・玄米 
食房さゆりん 

包丁で切る物が少なく、省エネでおいしい料理を
夏休み直前のこの機会にパパと挑戦！夏休みに
家でパパと作ればママも喜ぶ！メニューは、焼う
どん・夏野菜のマヨネーズぞえなど。 

7/18(金) 
10:00～15:00 

古布活用 古布ぞうり作り 
 〆切7/8 

1 階ﾘｻｲｸﾙ工房 
1人 200円 
18歳以上 

鮫島 倫子 
いらなくなった衣類やシーツを裂いてぞうりを
編みます。部屋履きに重宝し素足に気持ちいいで
す！ 

7/19（土） 
10:00～12:00 

親子で種の泥だんご（シードボール）
づくり 

    〆切7/9 

1階実験学習室 
1組 200円 
4歳以上と 
その保護者 

早川 由美子 
NPO法人 
PandA 代表 

砂漠に緑をふやすために作られた、植物の
種入り「どろだんご」♪みんなでこねこね
するよ！種は成長したら、どんな植物が芽
を出すのかな？絵も描くよ！ 

7/19（土） 
10:30～15:30 

マイ箸＆箸袋作り 
〆切7/9 

1 階ﾘｻｲｸﾙ工房 
1人 500円 
小学 3年生以上 

下原 昭博 
かごしま文化工芸村 
指導員 

端材を使ったお箸と、余り布を使った携帯用の箸
袋作り。余り物を使って、オリジナルのマイ箸＆
箸袋を作りましょう♪ 

7/20（日） 
10:00～12:00 

海水ってどんな水？ 
〆切7/10 

1 階実験学習室 
1人 100円 
小学 3年生以上
の児童・生徒 

中村 啓彦 
鹿児島大学水産
学部 准教授 

ごみ（漂流物）はどうやって海を漂ったり、海岸
に流れ着くの？実験を交えて、海水や潮の流れに
ついて楽しく学べます！！ 

7/20（日） 
13:00～16:00 

竹細工でかわいい昆虫作り 
〆切7/10 

1 階ﾘｻｲｸﾙ工房 
1個 300円 
小学 3年生以上 

前原 隆夫 
かごしま文化工芸村
指導員 

竹は昔から暮らしの中で様々なものに活用され
てきました。住居にも、日用品にも、かわいい子
供たちに贈るおもちゃにも。地球にやさしい伝統
工芸竹細工の初めの1歩!竹で昆虫を作ります。 

7/24（木） 
10:00～14:30 

親子 de エコな買物＆クッキング 
〆切7/15 

1 階食工房 他 
1人 500円 
小学生以上と 
その保護者 

石窪 奈保美 
消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

親子で毎日の買物とごはんについて考えます。
「おいしい・かんたん・しあわせにエコ」な買物
をして、オリジナルカレー作りに挑戦！ 

7/26（土） 
13:00～16:00   

地球温暖化を止めよう！親子でかん
きょう家計簿（自由研究対策）① 
※2回連続講座(2 回目:8/10)   〆切7/16 

1階ﾘｻｲｸﾙ工房 
1組 300円 
（1回目のみ） 
小学 3年生以上
中学生以下 

村山 雅子 
かごしま市民環境会議  
代表世話人 

子どもかんきょう家計簿を使って、今年の夏休み
は地球にやさしい生活にチャレンジしてみませ
んか。自由研究にピッタリです。 

7/27（日） 
10:00～15:00 

端材でテープカッター作り 
〆切7/17 

1 階ﾘｻｲｸﾙ工房 
1個 300円 
小学生以上 

横野 政樹 
クラフト工房
LIJU 主宰 

端材を利用し、猫・犬・象の形のかわいいテープ
カッターを作りましょう！ 

7/29（火） 
10:00～12:00 

エネルギーまるわかり☆ 
～これでキミもでんき博士！～ 

〆切7/19 

2階多目的ﾎｰﾙ 
無料 
小学 4年生以上 

九州電力株式会社 
鹿児島営業所 所員 

わたしたちが普段使っている電気は、どこで作ら
れてどのように運ばれてくるの？いま注目の再
生可能エネルギーについても学びます！ 

7/30 （水） 
13:00～16:00 

消臭・掃除・肥料等に大活躍  
環境浄化「かごしまAI」作り 

〆切7/20 

1 階食工房 
1人 300円 
18歳以上 

鹿児島ｶｰﾎﾞﾝﾏﾈ-
ｼﾞﾒﾝﾄ協議会 

水質浄化はもちろん、植物の水性肥料、消臭材、
入浴剤、掃除にも大活躍！「えひめAI」をベー
スに作ります。 
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