
 
 

 

 

◯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。 

※お申込み方法等は裏面をご覧ください。 

日 時 講 座 名 場所・受講料等 講 師 内 容 

11/7(土) 
10:00～12:00 

〆切 10/28(水) 

ミツバチものがたり 
1階リサイクル工房 

1人 100円 
18歳以上 

髙野 裕志 
鹿児島県養蜂協会 

副会長 

わたしたちの生活に深く関わりのあるミツバチのくら

し。養蜂家の高野さんに愛情たっぷりなお話しを伺
います。養蜂家しか知らない裏話が聞けるかも！ 

11/7(土) 
13:30～15:30 
〆切 10/28(水) 

知りたい！空から見る森林 

～ドローンが教えてくれること～ 

2階研修室・ゾーン 3 

無料 
高校生以上 

加治佐 剛 
鹿児島大学農学部 

准教授 

森林を空から見ると何がわかるでしょうか？？ 

鹿児島大学で研究に大活躍中の「ドローン」が、未
来館にやってきます！ 

11/8(日) 
13:30～16:00 

〆切 10/29(木) 

端材でつくる電動糸のこ工作 

～かわいい干支の親子～ 

1階リサイクル工房 

無料 

小学 4 年生以上 

（小学生は保護者同伴） 

吉丸 日出紀 
元リサイクル工房指導員 

前田 滋 
おもちゃ病院ドクター 

端材から来年の干支、うしの親子の置物を作りま

す。最初は電動糸のこの練習をするので初めての

方でも大丈夫！ 

11/10(火) 
10:00～12:00 

〆切 10/31(土) 
ぬか床 deぬか漬け 

1階食工房 

１人 1,000円 
18歳以上 

中園 宗伴 
株式会社 

中園久太郎商店 

鹿児島の老舗漬物屋さんが研究している乳酸菌

が入ったぬか床を使ってぬか漬けを作ってみません
か。 

11/12(木) 
13:00～16:30 
〆切 11/3(火・祝)    

ワイシャツをカフェエプロンに 
リメイクしよう 

～眠っている前開きシャツの活用法！～ 

1階リサイクル工房 
1人 400円 

18歳以上 

古川 孝子 

洋裁師 

着古したビジネスシャツやブラウスがお手元にあるの
では？捨てるなんてもったいない！オシャレなエプロ
ンにリメイクしましょう。 

11/13(金) 
13:00～16:00 
〆切 11/3(火・祝) 

余り布で正月飾り作り 

～和モダンなアレンジ壁掛け～ 

1階リサイクル工房 
1人 300円 
18歳以上 

福永 初恵 

布工房 宙 主宰 

手づくりのお飾りで新年を迎える準備をしませんか。
余り布・古布や古紙などを使って、和モダンでアレン
ジ可能な壁掛けを作ります。 

11/14(土) 
10:00～14:00 

〆切 11/4(水) 

郷土料理「豚骨」 
1階食工房 
1人 1,000円 

18歳以上 

竹下 節子 
鹿児島県食生活 

改善推進員 

地元に長く伝承されてきた郷土料理は、地産地
消・旬産旬消のお手本となります。鹿児島の郷土
料理「豚骨」を美味しく作りましょう♪ 
※試食はなしでお持ち帰りの予定です。 

11/18(水) 
13:00～15:00 

〆切11/8（日） 

洗えるエコマスク作り 

～簡単シンプル＆プリーツタイプ～ 

1階リサイクル工房 
無料 

18歳以上 

嶋岡 めぐみ 
グリーンズ・キッチン 

メンバー 

マスクが必需品となった今、布マスクの作り方を学ん
でみませんか？肌に優しくかぶれにくい、紙マスクが
切れた時の予備にもなりますよ。子どもサイズと大
人サイズが選べます。 

11/19(木) 
10:00～12:00 

〆切 11/10(火) 

🚌 大木先生と見る！ 

化石読み解き in 県立博物館 

宝山ホール第 4 会議
室・化石展示室 
無料 
18歳以上 

大木 公彦 
鹿児島大学 

名誉教授 

県立博物館別館（宝山ホール 4階）に展示さ
れている恐竜の化石は、全身の骨の 60～70％が
実物の化石です。この化石についてディープに学ん
でみましょう！            ※現地集合 

11/20(金) 
13:00～15:30 
〆切 11/10(火) 

自然の恵みで作る地産コスメ体験♪ 

～オイル美容のすすめ～ 

1階食工房 

1人 1,000円 
18歳以上 

黒木 靖之 
(株)ボタニカルファクトリー 

CEO 

無農薬や自然栽培された地産の植物原料から作

るコスメ。エキスの抽出、蒸留、化粧品製造の工程
を知り、地産コスメ作りを体験してみましょう♪ 

11/21(土) 
13:00～16:00 

〆切 11/11(水) 

端材でつくる 
かわいいクリスマスツリー♪ 

1階リサイクル工房 
1組 1 セット 400円 
小学生以上 

（小学生は保護者同伴） 

坂元 潤子 
ナチュラルクラフト 

デザイナー 

木を使って様々なものを作った後には残る部分があ

ります。残った部分を活かして、あなただけのクリスマ
スツリー♪を作ります。 

11/22(日) 
10:00～12:30 

〆切 11/12(木) 

作って楽しい！開いてうれしい！ 

手作り絵本 

1階リサイクル工房 
1 セット 100円 
小学生以上 
（小学生は保護者同伴） 

原田 美夏 

イラストレーター 

身近な素材で気楽に絵本作りをしてみませんか。
絵は苦手でも大丈夫！いろいろアイデア紹介しま

す。オンリーワンを楽しみましょう♪  

11/23(月・祝) 
9:30～12:30 

〆切 11/13(金)  

🚌 かごしま自然百選バスツアー 

～中央地域の自然百選を 

          「見る・聞く・歩く」ツアー～ 

未来館集合 
無料 
小学生以上 
（小学生は保護者同伴） 

清水 建司 
一般財団法人 

鹿児島県環境技術協会 

「かごしま自然百選」の選定地を見学するツアー、 
かごしまの豊かな自然と環境についてのお話しをき
きながら満喫しましょう！ 

11/23(月・祝) 
13:00～16:00 

〆切 11/13(金) 

重曹・石けんでナチュラルおそうじ 

1階食工房 
1人 300円 

18歳以上 

村山 雅子 
NPO法人かごしま市民 

環境会議 代表世話人 

年末の大そうじを人に地球に優しい方法で実践し
ませんか？重曹の様々な使い方が学べます。 

11/27(金) 
13:00～15:00 
〆切 11/17(火) 

手作りのある暮らし 
～タオルで作るかんたん帽子～ 

1階リサイクル工房 
無料 
18歳以上 
(※ミシンの使える方) 

川畑 靖子 
NPO法人 

ひまわりハウスあたご担当 

タンスに眠っているタオルをミシンで縫って「使える帽

子」に変身させましょう。ミシンは直線縫いだけでかん

たんに作れますよ！ 

11/28(土) 
10:30～12:00 

〆切 11/18(水) 

ペットの事、もっと知りたい！ 

～犬・猫とキモチふれあう付き合い方～ 

2階多目的ホール 
無料 
小学生以上 
（小学生は保護者同伴） 

小出 真悟 
鹿児島県動物愛護センター  

技術主査 

動物の「終生飼養」という言葉を聞いたことがありま
すか？犬・猫をペットとして飼っている人も、これから
飼いたい人も、ペットとキモチふれあう付き合い方に
ついて一緒に考えてみませんか？ 

11/28(土) 
13:00～16:00 

〆切 11/18(水) 

親子で作る「わがやの巣箱」 
～野鳥と暮らそう～ 

1階リサイクル工房 
1組 1,000円 
小学生以上とその保護者 

坂元 勝一 

株式会社 ベガハウス 

私たちの生活圏内には愛らしい野鳥たちがたくさん
います。野鳥たちの生態を知り、野鳥の目線になっ
て巣箱を作ってみませんか？ 

11/29(日) 
10:00～12:00 

〆切 11/19(木) 

手作りおもちゃ講座 

～クリスマス飾り作り・ツリーと雪だるま～ 

1階リサイクル工房 

1人 100円 
どなたでも 

原田 美夏 

イラストレーター 

ダンボールなどを使ってエコでかわいいクリスマスおも

ちゃを手作りしてみませんか？小さなお子様と一緒
に受講することができます♪ 



◆申し込み方法 

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、 

下記の内容をご記入のうえお申し込みください。（FAX の方は中段の申込書をご利用ください。） 

①「講座名○○○○○○○○（開催日◯/◯）」 

②参加者全員のお名前（ふりがな） ③全員の年齢・学年 ※対象年齢、学年をしっかりとご確認ください。 

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 

※🚌館外講座は託児は行っておりません。 

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」の受信希望（E メールアドレスの記入が必要） 

※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。 

＊締め切りは各講座の 10 日前で、各講座定員があります。締め切り後に、当落の通知を差し上げます。 

＊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設定してください。 

往復ハガキでお申し込みの方は、到着までに時間がかかる場合があります。ご了承ください。 

【講座名「             」（  /  ）申込書】 FAX 099-806-8000 

◆申し込み・問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お名前 

（ふりがな           ）(   歳  年生 ) 

（ふりがな           ）(   歳  年生 ) 

（ふりがな           ）(   歳  年生 ) 

託児 
ふりがな               男 

名 前               女 
年齢 ふりがな               男 

名 前               女 
年齢 

住所 〒          

電話番号  
「みらいかん講座・追加募集ご案内メール」の受信希望 

□希望する □希望しない □申込済み □解除希望 
 

＊定員に空きがある講座の追加募集案内をメールさせていただきます。受信を希望さ

れる方は、kouza@kagoshima-miraikan.jp からのメールを受信可能に設定して

ください。 

FAX  

E メール  

◆アクセス方法 

最寄りのバス停 

新照院、草牟田、原良小前のいずれかの 

バス停から徒歩約 5 分、 

城西公園前バス停から徒歩約 7 分 

鹿児島中央駅から 

徒歩約２０分 

上記のバス停までの路線バスあり 

コミュニティサイクルかごりんのポートあり 
 

※地球環境保全のため、 

公共交通機関利用のご協力お願いいたします。 

〒８９０－００４１ 

鹿児島市城西２丁目１－５ 

かごしま環境未来館   
T E L ０９９－８０６－６６００ 

F A X ０９９－８０６－８０００ 

E-mail kouza@kagoshima-miraikan.jp 

H P  https://www.kagoshima-miraikan.jp/ 

携帯電話・スマホからはこちら 

休館日：月曜日 

（祝日の場合はその後の最初の平日） 

開館時間/9:30～21:00 

 (日祝日は 18:00 まで) 

 


