
主 催 鹿児島市城西2丁目1番5号
TEL.099-806-6666

●雨天時は内容を変更して実施します。帽子・タオル・お飲み物を
お持ちください。

アクアチューブで
遊ぼう♪

MBCサンステージイベント事務局 TEL.099-255-6144［平日9：30～17：30対応］※土日祝日休み

かごしま環境未来館 検索
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甲突川(かごしま環境未来館近辺)
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平田橋平田橋

昭和橋昭和橋 ●草牟田バス停・新照院バス停・原良
小前バス停から徒歩5分

●城西公園前バス停から徒歩７分

●中央駅からは東７番・１７番バス停、
天文館からは国道３号方面行きバス
停発のバスをご利用ください。

●かごりんポートあります。

詳しくは裏面をご覧ください

カヌーに
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竹いかだ
体験！
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事前申込に関する問い合わせ

●キッズパティシエ気分で♪
親子お菓子作り教室

●自由研究にオススメ！
甲突川生き物観察会

●日替わり工作体験
●ねじ工作deプロペラ飛行機作り
●木製時計絵付け体験（いるか）

事前申込

事前申込

20土
限 定

21日
限 定

●日替わり工作体験
●プロペラカー工作
●木製時計絵付け体験（くまのみ）

両日開催
事前申込

事前申込

20土

21日

●甲突川をカヌーでススメ♪
親子カヌー体験

●クルクル！アクアチューブ
●ワクワク竹いかだ体験
●川の生き物と触れ合ってみよう
「お話付き！タッチプール」
●家族でチャレンジ！
防災謎解きゲーム！

●夏休みチャレンジ！
丸太切り＆デコレーション工作体験

●自然素材でオリジナルオブジェ作り
●こねこねランド ねんどコーナー
●オリジナル缶バッジ作り
●夏のポストカードぬりえ
●キミはエコ博士になれるか？
環境未来館クイズラリー

公共交通機関を
ご利用ください。

体験コーナーや
工作コーナーが
盛りだくさん！

■甲突川リバーフェスティバル_A4チラシ



住所●〒890-0051 鹿児島市高麗町5-25「甲突川リバーフェスティバル」係
ＦＡＸ●099-285-1161 / E-mail●event@sunstage.co.jp

事前申込方法

●申込に関する問い合わせ［甲突川リバーフェスティバル事務局］
TEL.099-255-6144［平日9：30～17：30対応］※土日祝日は休み

①希望プログラム名(希望時間明記どの時間帯でも良い場合は希望時間は未記入で可) ②郵便番号 ③住所 ④氏名（ふりがな）⑤年齢※参加
する方全員のお名前・年齢をご記入ください。⑥電話番号 ⑦ 親子お菓子作り教室 託児（6か月～小学校2年生）希望者は子どもの氏名（ふりがな）、年齢
●個人情報は適切に管理し、プログラム目的以外には使用いたしません。●応募者多数の場合は抽選とし、発送をもって発表に代えさせて頂きます。

※整理券を配布するプログラムは、定員に達し次第、受付を終了します。整理券は、9：30から１階・総合案内にて配布します。整理券は、１名
あたり、甲突川で行うプログラム（アクアチューブ・竹いかだ）のうち、どちらか１枚、工作体験プログラム（日替わり工作・オブジェ作り・缶バッジ
作り）のうち、いずれか１枚、最大計２枚のお渡しとなります。１名につき１名分の整理券をお渡しします。（まとめて他の方の分まで代理で
受け取ることはできません。）多くの皆様にご参加いただくため、予めご了承ください。

雨天時は内容を変更して実施します。
※飲食物の販売はありません。※帽子・タオル・お飲み物をお持ちください。

7/20土

7/20土／21日 両日開催

工作体験
✦マークのついているプログラムは、かごしま環境未来館1階 
イベント総合案内にて整理券を配布します。（なくなり次第終了）
午前の部▶10：00～ ［配布開始時間 9:30~］
午後の部▶13：00～ ［配布開始時間 12:45~］

日替わり工作体験✦
7/20土▶ねじ工作deプロペラ飛行機作り

▶木製時計絵付け体験（いるか）
7/21日▶プロペラカー工作

▶木製時計絵付け体験（くまのみ）
定　員●各部先着50人
材料費●200円

自然素材でオリジナルオブジェ作り✦
■協　力 : 子ども美術教室・ピカソ
定　員●各部先着20人

オリジナル缶バッチ作り✦
定　員●各部先着50人

こねこねランド ねんどコーナー
■講　師 : こねこねランドスタッフ
材料費●1作品500円（材料がなくなり次第終了）

夏休みチャレンジ！
丸太切り＆デコレーション工作体験
❶10：00～ ❷11：00～ ❸13：00～
❹14：00～ ❺15：00～
■協　力 : もりはやし倶楽部
定　員●各回20名程度※当日先着順受付
参加費●200円
※のこぎりを使います。
▶丸太切りに参加された後は、丸太デコレーション工作体験も
お楽しみいただけます。

夏のポストカードぬりえ
10：00～16：00
定　員●先着100人

甲突川リバーフェスティバル
タイムスケジュール＆会場別プログラム

タイムスケジュール＆会場別プログラム

キッズパティシエ気分で♪ 事前申込

親子お菓子作り教室 託 児

13：00～16：00
■講　師 : 村山美由紀（キラ活cooking）
対　象●幼稚園児以上と

保護者
定　員●親子12組
材料費●1組500円
持参物●エプロン・三角巾・ハンドタオル・持ち帰り容器

自由研究にオススメ！ 事前申込

甲突川生き物観察会
午前の部▶10：00～11：00
午後の部▶13：00～14：00
■講　師 : NPO法人くすの木自然館
対　象●小学3年生以上と保護者
定　員●各部15組
持参物●濡れても良い運動靴やスポーツサンダル

（かかとが固定できないサンダル・スリッパは不可）
※川の中に入ります。濡れても良い服装でご参加ください。
※館内２階研修室を更衣スペースとしてご利用頂けます。

甲突川をカヌーでススメ♪ 事前申込

親子カヌー体験
❶10：00～10：30 ❷10：40～11：10
❸11：20～11：50 ❹13：00～13：30
❺13：40～14：10 ❻14：20～14：50
■協　力 : かごしまカヤックス
対　象●小学3年生以上と

保護者
定　員●各回5組
※濡れても良い服装でご参加ください。
※館内２階研修室を更衣スペースとしてご利用頂けます。

クルクル！アクアチューブ
整理券配布（なくなり次第終了）

かごしま環境未来館1階 イベント総合案内にて、
整理券を配布します。
午前の部▶10：00～12：00［配布開始時間 9:30~］
午後の部▶13：30～15：30［配布開始時間 12:45~］

定　員●各部先着50組【1組：1～3人】
※合計体重目安：80kg以内

※濡れても良い服装でご参加ください。
※館内２階研修室を更衣スペースとしてご利用頂けます。

ワクワク竹いかだ体験
整理券配布（なくなり次第終了）

かごしま環境未来館1階 イベント総合案内にて、
整理券を配布します。
午前の部▶10：00～12：00［配布開始時間 9:30~］
午後の部▶13：30～15：30［配布開始時間 12:45~］

■協　力 : もりはやし倶楽部
定　員●各部先着50組【1組：1～2人】

※合計体重目安：60kg以内
※濡れても良い服装でご参加ください。
※館内２階研修室を更衣スペースとしてご利用頂けます。

川の生き物と触れ合ってみよう
「お話付き！タッチプール」
7月20日土▶11：30～12：30、14：30～16：00
7月21日日▶10：00～12：00、13：00～16：00
■協　力 : NPO法人くすの木自然館

家族でチャレンジ！ 事前申込

防災謎解きゲーム！
物語の主人公になった気持ちで！家族で謎解きゲームに挑戦！

❶10：30～ ❷13：00～ ❸14：30～
対　象●小学生以上とその保護者
定　員●各回7組【1組：2～4人】
キミはエコ博士になれるか？
環境未来館クイズラリー

10：00～16：00

◎ＦＡＸ・Ｅメール・はがき・かごしま環境未来館ホームページの申込みフォームのいずれかに下記をご記入の上、お申込ください。 申込締切［必着］

2019
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10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

ゾーン3食工房 実験学習室 ゾーン2リサイクル工房 ゾーン1・2 甲 突 川・護 岸

13:00～16:00 13:00～14:00

10:00～11:0010:00～12:00
（整理券配布 9:30～）

13:30～15:30
（整理券配布 12:45～）

●クルクル！
アクアチューブ

●ワクワク
竹いかだ体験

13:00～13:30
13:40～14:10
14:20～14:50

●親子カヌー体験
●クルクル！
アクアチューブ

●ワクワク
竹いかだ体験

● 7/20土
キッズパティシエ気分で♪
親子お菓子作り教室

10:30～
● 7/20土
自由研究にオススメ！
甲突川生き物観察会

● 7/20土
自由研究にオススメ！
甲突川生き物観察会

工作体験
●自然素材でオリジナル
オブジェ作り
●こねこねランド
ねんどコーナー
●日替わり工作体験
●オリジナル缶バッチ作り

工作体験
●自然素材でオリジナル
オブジェ作り
●こねこねランド
ねんどコーナー
●日替わり工作体験
●オリジナル缶バッチ作り

防災ハンドブック
プレゼント

13:00～・14:30～

10:00～10:30
10:40～11:10
11:20～11:50

●親子カヌー体験

10:00～16:00

●環境未来館
クイズラリー
●夏のポストカード
ぬりえ

総合案内

10:00～12:00

11:30～12:30

● 7/21日
川の生き物と
触れ合ってみよう
「お話付き！タッチプール」

● 7/20土
川の生き物と
触れ合ってみよう
「お話付き！タッチプール」

13:00～16:00

14:30～16:00

● 7/21日
川の生き物と
触れ合ってみよう
「お話付き！タッチプール」

● 7/20土
川の生き物と
触れ合ってみよう
「お話付き！タッチプール」

10:00～12:00

●夏休みチャレンジ！
丸太切り＆
デコレーション
工作体験

13:00～16:00

●夏休みチャレンジ！
丸太切り＆
デコレーション
工作体験

10:00～11:00

● 7/20土
自由研究にオススメ！
甲突川生き物観察会

13:00～14:00

● 7/20土
自由研究にオススメ！
甲突川生き物観察会

●家族でチャレンジ！
防災謎解きゲーム！

●家族でチャレンジ！
防災謎解きゲーム！

10:00～12:00
（整理券配布 9:30～）

13:00～15:00
（整理券配布 12:45～）

整理券の注意事項参加費・材料費の表記がないものは「無料」
です。事前申込の記載のないプログラムは
当日参加OKです。
対象が明記されていないプログラムは、どなたでも参加できます。

※写真はイメージです

季節のかわいい和菓子と、フルーツキラキラゼリーを作ります♪

お申込はこちら➡

■甲突川リバーフェスティバル_A4チラシ
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