
18 
10:00 
 
12:00 

定 員：20人 

場 所：1階実験学習室 

受講料：1人100円 

対 象：小学3年生以上中学生以下 ※1 

海水ってどんな水？ 

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。 

(月) 18 
13:30 
 
15:30 

定 員：12組25人程度 

場 所：1階リサイクル工房 

受講料：1人300円（1回目のみ） 

対 象：小学5年生以上中学生以下 

地球温暖化を止めよう! 

親子でかんきょう家計簿 

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。
自由研究にぴったりです。 

(月) 21 
10:00 
 
12:00 

定 員：12組30人程度 

場 所：1階実験学習室及びバックヤード 

受講料：1組500円 

対 象：4歳以上とその保護者 

親子でたねの泥だん
ご(シードボール)づ
くり 

自然農法のひとつとして作られた
植物の種入り「泥だんご」は、砂
漠の緑化にも使われています。み
んなでこねこね作ってみよう！ 

(木) 21 
13:00 
 
16:00 

定 員：12組24人程度 

場 所：1階リサイクル工房 

受講料：1個300円 

対 象：小学3年生以上とその保護者 

親子で竹細工の 
かわいい昆虫作り 

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。地球に
優しい伝統工芸竹細工の初めの一
歩！竹で昆虫を作ります。 

(木) 

22 
10:00 
 
14:00 

定 員：5組10人 

場 所：2階研修室及び館内 

受講料：無料 

対 象：小学4年生以上とその保護者 

新米記者とベテラン記
者になって 

「子ども環境新聞」
をつくろう！ 

子ども「新米記者」保護者「ベテ
ラン記者」の名コンビで未来館内
のココが気になる！を取材して、
子ども環境新聞を作ります。 

(金) 23 
13:00 
 
16:00 

定 員：12組25人程度 

場 所：1階リサイクル工房 

受講料：1組1個500円 

対 象：小学生以上とその保護者 

親子で竹の 
バランストンボ作り 

地元の竹を使って、夏休み工作
「バランスとんぼ」を親子で作り
ます。森林保全の為にも管理伐採
が必要な竹を有効活用しましょう！ 

(土) 

20 
13:30 
 
15:30 

定 員：15組30人程度 

場 所：1階実験学習室及び臨時駐車場 

受講料：無料 

対 象：小学生以上とその保護者 

プロに教わる！ 
ごみから生まれる 
リユース研究 

ごみ収集業の方から、ごみ分別の
大切さと、生まれ変わらせる方法
を聞こう！ごみ収集車を近くで見
学、自由研究のヒントにも! 

(水) 

26 
10:00 
 
12:00 

定 員：40人 

場 所：2階多目的ホール 

受講料：無料 

対 象：小学4年生以上 

エネルギーまるわか
り☆～これでキミも
でんき博士！～ 

私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？今注目の再生可能エネ
ルギーについても学びます。 

(火) 27 
13:00 
 
16:00 

定 員：15組30人程度 

場 所：1階リサイクル工房 

受講料：無料 

対 象：小学1年生以上3年生以下とその保護者 

リユース工作 
わくわく手作り貯金箱 

廃品を利用して作るシーソー型の
貯金箱です。シーソーに入れたお
金が動くたびにジャラジャラ音が
する楽しい貯金箱です。 

(水) 28 
10:00 
 
14:30 

定 員：10組20人程度 

場 所：1階食工房及びコープかごしま城西店 

受講料：1人500円 

対 象：小学生以上とその保護者 

親子deエコな買物＆ 
クッキング 

親子で食材を選んでお買物して、
買った食材を使ってカレー料理に
挑戦します。親子で一緒にエコし
よ♪ 

(木) 

17 
10:00 
 
12:00 

定 員：20人 

場 所：2階多目的ホール及び屋外 

受講料：無料 

対 象：小学生以上 

昆虫観察のススメ 
～自由研究、その前に！～ 

未来館の中と外で虫を観察して虫に
関する「なぜ？」「どうして？」を
解決しよう！夏休みの自由研究のヒ
ントにもなりますよ。 

(日) 

7月 

※1…小学3・4年生は保護者同伴 

17 
10:30 
 
15:30 

定 員：10組20人程度 

場 所：1階リサイクル工房 

受講料：1膳500円 

対 象：小学3年生以上 

マイ箸＆箸袋作り 

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

(日) 

24 
10:00 
 
14:00 

定 員：10組20人程度 

場 所：1階食工房 

受講料：1人800円 

対 象：小学生以上とその保護者 

親子で作ろう  
ナン！とお茶入り 
夏ドライカレー 

普段は捨ててしまいがちな茶がら
をカレーの具材にして、ゴミの減
量を実践！！お茶の生産地である
鹿児島の夏にピッタリ☆ 

(日) 

2回連続講座・・・2回目は8月10日(水） 

16 
13:30 
 
15:30 

定 員：15組30人程度 

場 所：2階多目的ホール 

受講料：1セット1,500円 

対 象：小学生以上とその保護者 

ダンボールコンポ
ストで自由研究♪ 

ダンボールコンポストを作って、
家の生ごみについて調べましょ
う！夏休みに家でもじっくり取り
組めば、りっぱな自由研究です。 

(土) 

夏休み 
自由研究対策講座 

7月16日（土） 
▼ 

7月20日（水） 

夏休み 
 

7月21日（木） 
▼ 

8月31日（水） 

甲突川リバーフェスティバル 

8月6日(土)・7日(日) 9：30～16：00 

親子で参加できる「カヌー体験」や、「竹いかだで川下り」、

生きもの観察会、竹の水鉄砲や牛乳パックの灯ろうなどの

工作体験、夏野菜のエコフォカッチャを作る料理体験など、

内容盛りだくさんのイベントを開催します。 

か ご し ま 環 境 未 来 館  

平成28年度夏休み講座ガイド 



30 
10:00 
 
12:00 

定 員：10組20人程度 

場 所：1階実験学習室 

受講料：無料 

対 象：小学3年生以上とその保護者 

のぞいてみよう！ 
土のミクロワールド 

たくさんの生きものをはぐくむ土
の、フシギな世界へご案内！土を
調べる、楽しい実験もあるよ～♪ 

(土) 31 
13:00 
 
15:00 

定 員：10組20人程度 

場 所：1階リサイクル工房 

受講料：1個100円 

対 象：小学生以上とその保護者 

親子でリサイクル 
万華鏡作り 

不要になったカーペットクリー
ナー芯やチラシなどを使ってキラ
キラ可愛い万華鏡を作ります。 

(日) 3 
15:00 
 
17:00 

定 員：20組40人程度 
場 所：2階多目的ホール及び、 
    日本貨物鉄道（株）鹿児島支店 

受講料：無料 

対 象：小学4年生以上とその保護者 

「エコなゆそう（輸送）」 
を考えてみよう！ 
～エコレールマークっ
て何だろう～ 

エコな貨物鉄道輸送を中心に、輸
送方法で二酸化炭素の量の違いを
考えたり体験したり♪特別に貨物
鉄道輸送の現場も見学します！ 

(水) 4 
10:00 
 
15:00 

定 員：10組20人程度 

場 所：1階リサイクル工房 

受講料：1組1セット500円 

対 象：小学3年生以上とその保護者 

箱缶で 
箱庭ガーデニング 

海苔やお菓子が入っていた箱缶に
土を敷き詰め、植物やいらなく
なった小さなおもちゃなどを飾っ
て自分だけの箱庭を作ります。 

(木) 

10 
10:00 
 
12:00 

定 員：12組24人程度 

場 所：1階実験学習室 

受講料：1組350円 

対 象：小学生以上 

海のいきものと私た
ちの暮らし 
☆ちりめんからプチモン
みーつけた☆ 

食卓でおなじみのちりめんじゃこ
の中には海の仲間たち「プチモ
ン」がいっぱい！自分だけのプチ
モン資料を作ろう♪ 

(水) 11 
10:00 
 
12:30 

定 員：30人 

場 所：2階多目的ホール及び屋外 

受講料：無料 

対 象：どなたでも 

家庭でできる 
ビオトープづくり！ 

いろいろないきものが生息するビ
オトープ。おうちで簡単にできる
方法を学びます。 

(木) 12 
13:00 
 
16:00 

定 員：15組30人程度 

場 所：1階リサイクル工房 

受講料：1人300円 

対 象：小学4年生以上6年生以下とその保護者 

竹と廃材で作ろう！ 
貯金箱 

鹿児島ではとても身近な竹のこと
を知ってその竹と、余った廃材を
活用して、素材を活かした貯金箱
を作ります♪ 

(金) 17 
13:00 
 
16:00 

定 員：40人程度 

場 所：2階多目的ホール 

受講料：無料 

対 象：小学4年生以上中学生以下 

１日でできる自由研究 
３Ｒ大作戦 

1日でできる自由研究の講座です。
ごみについて学んだことや考えた
ことをワークシートにまとめて完
成させます。 

(水) 18 
10:00 
 
12:00 

定 員：12組24人程度 

場 所：1階実験学習室 

受講料：1組1個500円 

対 象：小学生以上とその保護者 

香りと遊ぼう✿ 
親子でアロマ体験 

身の周りにある「香り」について
考えて、植物由来の精油の香りを
体験してもらいます。精油を使っ
て消臭剤も作りますよ！ 

(木) 

20 
10:00 
 
15:00 

定 員：10組20人程度 

場 所：常盤の里公園(現地集合) 

受講料：1人200円 

対 象：小学生以上とその保護者 

親子ではんごうごはん 
をたこう！ 

何でもスイッチ1つの現代に電気
を使わない方法で、おいしいごは
んをたきましょう！ 

(土) 21 
10:00 
 
12:00 

定 員：10組20人程度 

場 所：1階食工房 

受講料：1人300円 

対 象：小学生以上とその保護者 

親子でわくわく♪ 
草木染め体験 

植物や普段捨てているもので手軽
な染め物体験！薬品を使わない、
エコロジーな染め物を親子で楽し
みましょう。 

(日) 21 
10:00 
 
15:00 

定 員：10組20人程度 

場 所：1階リサイクル工房 

受講料：無料 

対 象：小学生以上とその保護者 

端材で 
かいじゅう作り 

端材を使って自由な発想で怪獣を
作ろう！端材の組み合わせ方で、
どんな怪獣だって作れちゃう♪ 

(日) 25 
13:30 
 
15:30 

定 員：30人 

場 所：1階実験学習室 

受講料：無料 

対 象：小学生以上とその保護者 

あこがれの 
海上保安官と一緒に 
～未来に残そう青い海～ 

海を守るプロである海上保安部の
活動を通し、キレイな海を守るた
め、海のごみやよごれの実態や、
どんな事が出来るのかを学びます 

(木) 26 
10:00 
 
14:00 

定 員：9組18人程度 

場 所：1階食工房 

受講料：1組800円 

    (子ども追加1人につき300円） 

対 象：小学1・2年生とその保護者 

わくわく子ども 
クッキング 

子どもが主役の料理教室です。子
ども専用の道具を使うので安心！
体と地球に優しいクッキングに
チャレンジしませんか。 

(金) 

対象 
鹿児島市内に住むか、通勤・通学している人 

申込み締切 
どの講座も、開催日の10日前になります。 

申込み方法 

●未来館窓口  ●ホームページの申込みフォーム ● FAX ● Eメール ●往復はがき 

のいずれかの方法で、下記必要事項をご記入の上、ご応募ください。 

1：講座名と開催日 2：住所 3：氏名(ふりがな) 

4：年齢(学年) 5：連絡先(TEL・FAX) 

6：お持ちの方はメールアドレス 

7：託児希望の方は、お子様の氏名(ふりがな)・年齢 

    ※託児は6ヶ月～小学2年生までです。 

☆複数でお申込みの際は、参加される方全員の 

 氏名年齢をご記入ください。 

申込み先 

〒890-0041 鹿児島市城西二丁目1-5 
                        かごしま環境未来館 
●Eメール：kouza@kagoshima-miraikan.jp  
●FAX：099-806-8000 

ご注意 

※メールでお申込みの方は「kouza@kagoshima-miraikan.jp」 

  からのメールを受信できるように設定してください。 

※各講座には定員があります。応募者多数の場合は抽選 

   となりますので、ご了承ください。 

お問い合わせ先 TEL:099-806-6600 
※電話でのお申込みはできません 

小学生以下は保護者同伴が原則となります。 
託児付き 
8/3『「エコなゆそう(輸送)」を考えてみよう』と 
8/20「親子ではんごうごはんをたこう！」は託児なし 

※3…中学生以下は保護者同伴 

8月 

9 
18:30 
 
20:30 

定 員：20人 

場 所：2階研修室及び未来館周辺 

受講料：無料 

対 象：どなたでも ※2 

コウモリ観察会 

実は身近な場所にたくさんいるコ
ウモリ。コウモリの声を聞く機械
を使って、観察会を行います。コ
ウモリの不思議に迫ります！ 

(火) 

19 
19:00 
 
20:30 

定 員：40人 

場 所：2階多目的ホール及び未来館屋上 

受講料：無料 

対 象：どなたでも ※3 

芝のうえで星空観察 
＠未来館 

芝生のじゅうたんの上で、ゆっく
り星空を眺めてみませんか？雨が
降っても移動式プラネタリウムで
星が見れますよ♪ 

(金) 

27 
13:00 
 
16:00 

定 員：10組20人程度 

場 所：1階リサイクル工房 

受講料：無料 

対 象：小学生以上とその保護者 

親子で段ボール工作 
～お祭りの屋台～ 

夏の風物詩お祭りの屋台！不要に
なったダンボールで作ります。自
由な発想でつくることもできます
よ♪ 

(土) 

※2…中学生以下は保護者同伴 


