
・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） 
・  ←未来館からバスで移動 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    
    

    
☆☆☆☆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    

11/1(土) 
10:00～12:00 

しゃぼんだま と・ば・そっ♪ 
 〆切10/22 

1階実験学習室 他 
1 組 100円 
4 歳以上小学生以
下とその保護者 

鹿児島大学 
ボランティアサークル 
エコッチャ！ 

子どもたちが大好きなしゃぼんだま遊
び。しゃぼんだま液って何でできている
の？安全なしゃぼんだま液を作って遊
ぼう！環境への影響も考えます。 

11/5(水) 
10:00～12:00 

アロマでロハスな生活 
～おいしい♥リップクリームを作ろう♪～ 

       〆切10/26 

1 階実験学習室 
1人 1,000円 
18歳以上 

丸田 佳代 
香りのお店 
maruta 代表 

自然の恵み・植物が根付く自然環境・私
たちの暮らしとのつながり・・・身近な
植物とその香りに親しむ生活を送って
みませんか？ 

11/6(木) 
10:00～16:00 

着物を二部式着物にリメイク 
 〆切 10/28 

1階ﾘｻｲｸﾙ工房 
無料 
18歳以上 

増永 信子 
南日本着物学園  
理事 

着物がタンスのこやしになっていませ
んか。二部式着物にリメイクすると帯結
びもなく、気軽に着れますよ。 

11/7(金) 
13:00～16:00 

包丁研ぎ教室 
      〆切10/28 

1階ﾘｻｲｸﾙ工房 
無料 
18歳以上  
前/後班．各8人 

平川 健太郎 
木工芸作家 
かごしま文化工芸村 
指導員 

毎日使う包丁、お手入れ次第で料理の効
率もアップ、食材を無駄にしません。研
ぎの基本を学んで楽しくクッキング！ 

11/13(木) 
10:00～14:00 

鹿児島・ちりめん三昧・ 
ムダゼロクッキング♪ 

〆切11/3 

1 階食工房 
1人 1,000円 
18歳以上 

中塚 幹人 
ちりめん・しらす 
専門店「凪」 店長 

かごしまの海の恵み、ちりめんのアレン
ジ料理を専門店店長が伝授します。楽し
い＆為になるお話に時間を忘れちゃう
かも!?店長のバイオリン演奏付き♪ 

11/15(土) 
10:00～15:00 

あなたも菌類学者！ 
～調べよう、八重山の小さな生き物たち～ 

〆切11/5 

1 階実験学習室 
及び八重山公園 
無料 
小学 3年生以上 
※託児なし 

黒江 修一 
鹿児島大学水産学部 
特任准教授 

自然の中で微生物やキノコがどんな働
きをしているか知っていますか？お話
を聞いて、八重山に観察に行こう♪ 

11/16(日) 
13:00～16:00 

女性のための布ナプキン作り 
 〆切11/6 

1 階ﾘｻｲｸﾙ工房 
1人 600円 
18歳以上 

東 美幸 
かごしま市民環境会議 

使い捨てない布ナプキンを作ります。ネ
ル地の折りたたみタイプを3枚、ミニ
タオルで1～2枚作ります。 

11/18（火） 
10:00～12:00 

手作りおもちゃ子育て講座 
～クリスマスアドベントカレンダー～ 

〆切11/8 
1階ﾘｻｲｸﾙ工房 
1人 100円 

原田 美夏 
イラストレーター 

もういくつ寝るとクリスマス♪ 
今回はダンボールか大きなふた付きの
空き箱で作ります。クリスマスが楽しみ
になりますね！ 

11/18（火） 
13:00～16:00 

余り布で正月飾り作り 
〆切11/8 

1 階ﾘｻｲｸﾙ工房 
1人 600円 
18歳以上 

古川 孝子 
野村服飾専門学校 
講師 

少し早いですが新年を迎える準備をし
ましょう。余り布や紐・残った端材を 
使ってオリジナルの正月飾りを作りま
す。残り物には福が来る！といいですね。 

11/19（水） 
10:00～14:00 

自然食でおウチごはん 
〆切11/9 

1 階食工房 
1人 1,000円 
18歳以上 

住吉 小百合 
びわ温熱・玄米食房
さゆりん 

地元でとれた旬な食材を使い、冬に向け
て体を温める料理を作ります。食材を皮
まで使って、家庭でエコなクッキングし
てみませんか。 

11/21（金） 
13:00～16:00 

キッチンからできる草木染め 
〆切11/11 

1 階食工房 
1人 200円 
18歳以上 

若宮 玉代 
草木染め教室講師 

キッチンで手軽にできる草木染めは、自
然素材を利用するので、環境への負荷が
ありません。草木染めで自然の色を楽し
んでみませんか。 

11/22（土） 
18:00～20:30 

シンプルライフとヨガ 
〆切11/12 

1 階 ZONE3 他 
無料 
18歳以上 

石窪 奈穂美 
消費生活アドバイザー 
 
新内 容子 
ナチュラルスタイル 
ヨーガインストラクター  

今の生活を少しシンプルにすると、今ま
で気づかなかったことに気づくことが
できるかも！グループワークでシンプ
ルライフについて意見交換をして、ヨガ
で心も体もシンプルになりましょう♪ 

11/27（木） 
10:00～14:00 

みんなで楽しくお魚を食べよう 
～和食で秋編～ 

〆切11/18 

1 階食工房 
実費 
18歳以上 

甲斐 克子 
料理教室講師 
栄養士 

食の環境問題についてお話を伺ったり、
魚のさばき方をはじめ簡単に魚を食卓
に取り入れられる調理法を学びます。 

11/30（日） 
13:00～16:00 

Xmasオーナメントになる 
木のパズル 

〆切11/20 

1 階ﾘｻｲｸﾙ工房 
1人 100円 

横野 政樹 
クラフト工房LIJU 
主宰 

木のパズルですが、クリスマスツリーの
飾りにもなります♪色使いで個性的な
パズルを作りましょう！ 
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