
  
 

 

◯鹿児島市・日置市・いちき串木野市・姶良市に住むか、鹿児島市に通勤・通学する人が対象です。 

また、小学生以下は保護者同伴が必須となっています。 

◯🚌（館外講座）以外は託児（６カ月～小学２年生まで）が利用できます。 

 

 

日 時 講 座 名 場所・受講料等 講 師 内 容 

10/3(土) 
13:00～15:30 

〆切 9/24(木) 

🚌 磯のいきもの観察し隊 
～安全に楽しむためのガイドブック付き～ 

桜島袴腰(現地集合) 

無料 

4 歳以上 

山本 智子 

鹿児島大学水産学部 

教授 

桜島の袴腰へ出かけ、磯に住んでいる生きもの

を採集して観察し、その生きものについて学びま

しょう！ 

10/6(火) 
10:00～13:30 
〆切 9/26(土) 

かごしまの秋を丸ごと使った

おやつ作り 

1 階食工房 

1 人 1,000 円 

18 歳以上 

吉村 いづみ 

Le Pépin 

食欲の秋。地元産の食材でおいしいスイーツを

作りませんか？「もったいない」を解決する工夫も

学べるかも？ 

10/7(水) 
10:00～12:00 

〆切 9/27(日) 

かごしま素材 
お肌と自然に優しい 
手作りせっけん教室 

1 階リサイクル工房 

1 人 1,000 円 

18 歳以上 

冨永 由香 

HAS ハンドメイド石けん協会 

ニアソーパー 

鹿児島の贅沢素材をふんだんに使った、 
「桜島椿とアイガモ米の米ぬか石けん」を作りま

す。一ヶ月乾燥させて使用できるようになる本格
的な石けん作りです。 

10/14(水) 
10:00～14:00 

〆切 10/4(日)    

やさしくはじめる 

マクロビ料理 

1 階食工房 

1 人 1,000 円 

18 歳以上 

角屋敷 まり子 

マクロビオティック料理講師 

やさい村 代表 

「最近、マクロビオティック料理に興味があるんだ
けどな～」という、初心者の方でもやさしくはじめら
れる入門編のような講座です。 
※試食なしでお持ち帰りの予定です。 

10/15(木) 
10:00～16:00 
〆切 10/6(火) 

着物リメイク 
帯からバッグ作り 

1 階多目的スペース 
1 人 400 円 
18 歳以上 
(帯を持参し、ミシンの
使用ができる人) 

諸岡 法子 

絹のくら 代表 

着物の帯を使って、買い物や習い事に最適なマ

チの広いバッグを作ります。リメイクした帯のバッグ

で思い出と一緒に出かけましょう♪ 

10/15(木) 
13:00～16:00 

〆切 10/6(火) 

キッチンでできる 
草木染め 

1 階食工房 

1 人 500 円 
18 歳以上 

若宮 玉代 

草木染め教室講師 
色あせたり、しみが付いた T シャツやストールなど

を、身近な植物を利用して染めます。自然の色

や風合いを楽しんでみませんか。 

10/20(火) 
10:00～12:00 

〆切 10/10(土) 

メリットデメリットを知ろう！

食品添加物 

2 階多目的ホール 

無料 

18 歳以上 

多田 司 

鹿児島県立短期大学 

生活科学科 准教授 

「食品添加物」のメリット・デメリットについて実演

を交えながら食品の専門家にお話を聞きます。

食生活の参考になりますよ。 

10/21（水） 
13:30～15:30 

〆切10/11（日） 

身近にある 
薬草のおはなし 

2 階多目的ホール 

無料 

18 歳以上 

丸野 桂太郎 
芝 絹子 

鹿児島県薬剤師会 

漢方薬草同好会 

私達は自然の植物から多くの恩恵を受けていま

す。その中でも、鹿児島にある身近な薬草につい

てお話を聞きます。 

10/23(金) 
18:00～20:30 

〆切 10/13(火) 
シンプルライフとヨガ 

1 階ゾーン 3 

無料 

18 歳以上 

石窪 奈穂美 
消費生活アドバイザー 

久保 知代 
ヨガインストラクター 

シンプルライフについて学んで考えて、最後にヨガ

で体もシンプルに。今まで気づかなかったことに気

づけるかも！※座学もヨガも受講できる方限定 

10/24(土) 
10:00～11:30 

〆切 10/14(水) 

ロケットストーブのこと 
知ってみませんか？ 

～災害対策にもなる～ 

1 階リサイクル工房 

無料 

18 歳以上 

黒葛 裕紀 

tsuzulab 代表  

ロケットストーブは落ち葉などを燃料にでき、災害

時に大変重宝するものです。講座では、その作り

方、使い方などを実践をまじえて学びます。 

10/25(日) 
8:30～12:00 

〆切 10/15(木) 

🚌 秋の自然遊歩道めぐり 
～寺山自然遊歩道～ 

寺山自然遊歩道 

無料 

小学生以上 

成見 和總 

鹿児島純心女子大学 

講師 

緑をいっぱい感じながら、そこで出会う秋の昆虫

や植物についてわかりやすく教えていただきます。 

10/25(日) 
13:00～15:30 

〆切 10/15(木) 

家庭でできる！ 
ビオトープガーデニング 

2 階研修室及び 
講師宅ビオトープ 
無料 
小学生以上 

上野 幸一 
ビオトープかごしま 会長 

(日本ビオトープ管理士会 

鹿児島支部) 

いろんな生き物が集まるビオトープ。おうちの庭や

ベランダに取り入れてみませんか？講師宅の素

敵なお庭も見学に行きます！ 

10/27(火) 
13:00～15:30 

〆切 10/17(土) 

布おむつ＆赤ちゃんとはじ

めるおむつなし育児のお話 

2 階多目的ホール 

無料 
18 歳以上 
(赤ちゃんも参加可能) 

中村 あす香 
お母さん大学 

マザージャーナリスト 

布おむつを使いこなす様々なコツと、おむつなし育

児のトレーニング方法を教えてもらいます。赤ちゃ

んと一緒に参加できます。 

10/31(土) 
13:30～15:30 

〆切 10/21(水)  

実はスゴイ！ 
鹿児島の自然エネルギー 

2 階研修室 

無料 

18 歳以上 

山路 和雄 

新和技術コンサルタント 

株式会社 環境部長 

これから重要になる自然エネルギーのしくみや可

能性について、楽しく＆詳しく説明します。 

エネルギーを感じる実験付き！ 

令和 2年 10月 
かごしま環境未来館講座 

講座の申し込み 
当館窓口の申込用紙、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、下記の内容をご記入の上、各講座の締切日までにお申
し込みください。 
①講座名・開催日 ②お名前（ふりがな）③年齢・学年 ④託児（6 か月～小学 2 年生:希望者は子どもの氏名（ふりがな）・性別・年齢）⑤郵便
番号、住所 ⑥連絡先（電話・ＦＡＸ）⑦お持ちの方はＥメールアドレス ⑧「みらいかん講座・追加募集ご案内メール」申し込み（定員に空きがある
講座やキャンセルが発生した際に追加募集のご案内をメールいたします。E メールアドレスの記入が必要） 
※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。 

※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。 

※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。※個人情報は適切に管理し、講座目的以外には使用いたしません。 
お問い合わせ先：かごしま環 境 未 来 館  
〒890-0041 鹿児島市城西 2 丁目 1-5   Tel：099-806-6600 Fax：099-806-8000  

E-mail：kouza@kagoshima-miraikan.jp 開館時間：9:30~21:00(日祝は 18：00 まで) 休館日：月曜日(祝日の場合はその後の最初の平日) 
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