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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
www.k agoshima-miraik an.jp

●詳しくは裏面をご覧ください●
事前申込に関する問い合わせ

鹿児島市城西2丁目1番5号
TEL.099-806-6666
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●西消防署

原良橋原良橋

鹿児島中央駅

●

平田橋平田橋

新上橋新上橋

昭和橋昭和橋 新照院バス停新照院バス停

草牟田バス停草牟田バス停

城西公園前
バス停

城西公園前
バス停

原良小前
バス停
原良小前
バス停

●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。

公共交通機関
をご利用
ください。

今後の状況により、プログラム変更等の
可能性があります。最新情報は、かごしま
環境未来館ホームページにてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対策のため、発熱など体調に
不安のある方のご参加はご遠慮ください。また、手洗い、
手指消毒、マスクの着用にご協力お願いします。定員を
減らすなどの対策を講じた上で、イベントを開催します。

両日開催

事前申込●カヌーで楽しむ甲突川
親子カヌー体験

●甲突川を自由に進め！
パワーパドラー体験

●お話付き！タッチプール＆
「今年の自由研究どうしよう？」
自由研究相談コーナー

●ぐるっと「未来館検定」ラリー
●いろんな画材を使って♪
楽しい絵画教室

●夏のポストカードぬりえ
●アマビエ様
グリーティング

18土 19日

●自由研究にオススメ！
甲突川生き物観察会

●旬の素材でパワーUP！
親子ランチ作り教室

●日替わり工作体験
♦海の生き物オブジェ作り
♦木で作る鉛筆削り

●親子でチャレンジ！「2030 SDGｓ」
～カードゲームを通して
SDGｓについて楽しく学ぼう！～

●キッズパティシエ気分で♪
親子お菓子作り教室

●日替わり工作体験
♦木で作るオルゴール貯金箱作り
♦風鈴絵付け体験

18土

事前申込

事前申込

事前申込

事前申込

19日

20207.18土19日
10:00▶16:00

と き ところ

甲突川(かごしま環境未来館近辺)

かごしま環境未来館

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。

体験コ
ーナーが盛

りだくさん !

Kotsukigawa River Festival

限 定

限 定

パワーパドラー
体験♪

 アマビエ様が
未来館に
やってくる！

 厄病退散

カヌーに

チャレンジ
！

■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

●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

❶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❷郵便番号❸住所❹氏名（ふりがな）❺年齢※参加する方全員の
お名前・年齢をご記入ください。❻電話番号❼ 親子ランチ作り教室 親子お菓子作り教室 託児（6カ月以上の未就学児）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。

◎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］

2020

7.8水

10：00～13：00
■講　師 : 安永智子（mamalade kitchen）
対　象●小学生以上と保護者
定　員●親子10組（20人程度）
材料費●１組１,０００円
持ち物●エプロン・三角巾・ハンドタオル

午前の部▶10：00～11：30
午後の部▶13：30～15：00
■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
持ち物●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。

13：00～16：00
■講　師 : 村山美由紀（キラ活 cooking）
対　象●幼稚園生以上と保護者
定　員●親子10組（20人程度）
材料費●１組５００円
持ち物●エプロン・三角巾・ハンドタオル

事前申込

事前申込

事前申込

事前申込

事前申込

❶10：00～10:30 ❷10：45～11:15
❸11：30～12:00 ❹13：15～13:45
❺14：00～14:30 ❻14：45～15:15
■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。（除菌対応のため、消毒等
の影響で濡れた状態のライフジャケットを着用いただく場合も
ございます。予めご了承の上、お申込みください。）

整理券配布（なくなり次第終了）
かごしま環境未来館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人（パワーパドラーは1人乗りです）
対　象●３歳以上
※1人で乗れるお子様（パドルを手で漕いで動かします）
※濡れても良い服装でご参加ください。

絵の具だけではなく、落ち葉などの自然素材、包装紙や
段ボールなどのリサイクル紙素材、木や紐など、いろいろ
な材料を活用して、立体的な絵を描こう！
午前の部▶10：00～　午後の部▶13：00～
■協　力 : 子ども美術教室「ピカソ」
定　員●各部先着１５人
持ち物●学校などで使っている絵の具セット
※画用紙やいろいろな素材は会場に準備いたします。
使ってみたい材料がある場合は、ぜひ、お持ちください。

❶10：30～11:00
❷13：00～13:30
❸14：30～15:00

※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、パワーパドラー１枚、日替わり工作体験のうち、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。

7/18土／19日 両日開催

7/18土

7/19日

自由研究にオススメ！
甲突川生き物観察会

旬の素材でパワーUP！
親子ランチ作り教室

キッズパティシエ気分で♪
親子お菓子作り教室

親子でチャレンジ！「2030SDGｓ」
～カードゲームを通してSDGｓについて楽しく学ぼう！～

カードゲーム「2030 SDGs（ニイゼロサンゼロ エスディー
ジーズ）」はSDGsの17の目標を達成するために、現在
から2030年までの道のりを楽しく体験するゲームです！
午前の部▶10：00～12：00
午後の部▶13：30～15：30
■講　師 : 合同会社むすひ
対　象●小学４年生以上と保護者
定　員●各部１２組

いろんな画材を使って♪楽しい絵画教室

アマビエ様グリーティング

日替わり工作体験
整理券配布（なくなり次第終了）
かごしま環境未来館イベント総合案内にて、
整理券を配布します。※2種類のうち、どちらか1つお選びください。
午前の部▶❶10：00～ ❷10：30～ ❸11：00～
 ❹11：30～ ❺12：00～
 ［配布開始時間 9:30~］

午後の部▶❻13：30～ ❼14：00～ ❽14：30～
 ❾15：00～ 1015：30～
 ［配布開始時間 12:45~］
7/18土♦海の生き物オブジェ作り

♦木で作る鉛筆削り
7/19日♦木で作るオルゴール貯金箱作り

♦風鈴絵付け体験
定　員●午前・午後 各60人
※各回１2名程度ずつのご案内とさせて頂きます。

カヌーで楽しむ甲突川
親子カヌー体験

甲突川を自由に進め！パワーパドラー体験

お話付き！タッチプール＆
「今年の自由研究どうしよう？」
自由研究相談コーナー

ぐるっと「未来館検定」ラリー

7/18土▶❶12：00～12：30❷15：30～16：00
7/19日▶❸10：00～11：00❹11：30～12：30

❺13：30～14：30❻15：00～16：00
■協　力 : NPO法人くすの木自然館

リニューアルした未来館のあちらこちらにクイズが登場！クイズに挑戦
しながら探検しよう！あなたのチャレンジを待っています。
10：00～16：00

夏のポストカードぬりえ
10：00～16：00
定　員●先着100人

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

甲突川・護岸

10:00～12:00

（整理券配布 9:30～）

●甲突川を自由に進め！
パワーパドラー体験

館内・芝生広場

10:00～11:30

7/18土
●自由研究にオススメ！
甲突川生き物観察会

10:00～11:30

7/18土
●自由研究にオススメ！
甲突川生き物観察会

13:30～15:00

ゾーン3食工房 リサイクル工房 多目的スペース

13:15～13:45
14:00～14:30
14:45～15:15

10:00～10:30
10:45～11:15
11:30～12:00

13:30～15:30

（整理券配布 12:45～）

●カヌーで楽しむ
甲突川
親子カヌー体験

●カヌーで楽しむ
甲突川
親子カヌー体験

7/18土
●自由研究にオススメ！
甲突川生き物観察会

13:30～15:00

7/18土
●自由研究にオススメ！
甲突川生き物観察会

13:00～16:00

7/19日
●キッズパティシエ気分で♪
親子お菓子作り教室

10:00～13:00

7/18土
●旬の素材でパワーUP！
親子ランチ作り教室

10:00～16:00

●ぐるっと
「未来館検定」
ラリー

10:00～12:00

7/19日
●親子でチャレンジ！
「2030 SDGs」
～カードゲームを通して
SDGsについて楽しく
学ぼう！～

13:30～15:30

7/19日
●親子でチャレンジ！
「2030 SDGs」
～カードゲームを通して
SDGsについて楽しく
学ぼう！～

ゾーン2

7/19日
●お話付き！タッチプール&
「今年の自由研究どうしよう？」
自由研究相談コーナー

ゾーン1・2

10:00～16:00

●ぐるっと
「未来館検定」
ラリー
（受付）
●夏のポストカード
ぬりえ

●アマビエ様
グリーティング

総合案内

タイムスケジュール＆会場別プログラム

●甲突川を自由に進め！
パワーパドラー体験

※帽子・タオル・お飲み物をお持ちください。雨天時は内容を変更して実施します。
今後の状況により、プログラム変更等の可能性があります。最新情報は、かごしま環境未来館ホーム
ページにてご確認ください。

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。

整理券の
注意事項

事前申込方法

お申込はこちら➡

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

ロコモコを作ります！
時短ワザも伝授♪

10:00～

●いろんな画材を使って♪
楽しい絵画教室

●日替わり工作体験
（整理券配布 9:30～）
7/18土
♦海の生き物オブジェ作り
♦木で作る鉛筆削り
7/19日
♦木で作る
オルゴール貯金箱作り
♦風鈴絵付け体験

13:00～

●いろんな画材を使って♪
楽しい絵画教室

●日替わり工作体験
（整理券配布 12:45～）
7/18土
♦海の生き物オブジェ作り
♦木で作る鉛筆削り
7/19日
♦木で作る
オルゴール貯金箱作り
♦風鈴絵付け体験

10:30～11:00
13:00～13:30
14:30～15:00

この時間以外にも
お姿を現すかも♪
お楽しみに！

デコレーションマフィンと
白玉団子を作ります！

12:00～12:30
15:30～16:00

10:00～11:00
11:30～12:30
13:30～14:30
15:00～16:00

7/18土
●お話付き！タッチプール&
「今年の自由研究どうしよう？」
自由研究相談コーナー

■甲突川リバーフェスティバル_A4チラシ
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