
 

日 時 講 座 名 講 師 内 容 対象・受講料 SDGs 締切 

7/1 (金) 

13:00～14:30 

麹三昧な話 

～無添加で発酵食品～ 
小城 章裕 

発酵食品（甘酒・塩麹・醤油麹）の使い方、おい

しい食べ方、体にやさしい発酵食品の魅力など、麹

にまつわるお話がたっぷり。麹のお土産付きです！ 

18 歳以上 

1 人 1,000 円 

 
6/21(火) 

7/2 (土) 

13:00～16:00 

親子で空き箱工作 夏祭り編 

～おうちにある 

いろんなものを使って作ろう！～ 

池 貞子 

おうちにあるいろんな材料（ダンボールやお菓子、テ

ィッシュの箱など）を使って、空き箱の中に夏祭りの

屋台を作ろう！どんな屋台ができるかな♪ 

小学生以上 

無料 

 
6/22(水) 

7/3 (日) 

10:00～15:00 

調べよう！小さな生き物ときのこの世界 

～自由研究 in 八重山～            
黒江 修一 

土壌動物や菌類の働きを知っていますか？お話を

聞いて、観察に行ってみよう♪未来館に集合。八

重山にはバスで移動します。 

小学生以上 

無料 

 
6/23(木) 

7/5 (火) 

13:30～15:30 

ハーブのある丁寧なくらし 

～虫除けサシェ作りとハーブせっけん作り～ 
久保 みわこ 

暮らしの中にハーブを♪お茶や虫除けとして暮らしに

とり入れる方法を学び、手作り石けんを作りましょ

う。虫除けスプレーと殺虫スプレーのお土産あり♪ 

18 歳以上の人 

1 人 500 円 

 6/25(土) 

7/10 (日) 

10:00～12:00 
ダンボールコンポストで自由研究♪ 村山 雅子 

生ごみが消える？ダンボールコンポストのヒミツを自

由研究で解き明かそう！ 

小学 4 年生以上 

1 セット 1,500 円 

 
6/30(木) 

7/14 (木) 

10:00～13:00 

鹿児島ちりめん三昧ムダゼロクッキング♪ 

～あのちりめんしらす専門店 

「凪」直伝！～ 

中塚 幹人 

鹿児島産の新鮮なちりめんを使って手軽にできる専

門店ならではのアレンジレシピを紹介！地産地消で

無理なくムダゼロクッキング♪ 

18 歳以上の人 

1 人 1,000 円 

 
7/5(火) 

7/18 (月・祝) 

13:00～15:30 

魚のパラサイトモンスターを 

探してみよう！ 
上野 大輔 

パラサイトモンスター(通称パラモン：寄生虫のこと)

は私たちの身近にたくさん潜んでいます。様々な形

のパラモンを探しだし、知られざる秘密について学ん

でみましょう！ 

小学 3 年生以上 

子ども 1 人につき

500 円 

 
7/8(金) 

7/21 (木) 

①10:00～12:00 

②14:00～16:00 

ティッシュ箱で作る貯金箱 

～元気をくれるハッピーバッグ～ 
原田 美夏 

困ったときでも、開くと元気が湧いてくるハッピーバッ

グ！親子で楽しく作りましょう！※あればティッシュの

空き箱 1 人 2 箱(箱のまま)、石鹸箱程度の大きさ

の箱 

小学 1 年生以上 3

年生以下 

無料 

 

7/12(火) 

7/22 (金) 

13:00～16:00 

親子で 

食品トレー恐竜作り 
奥田 一水 

家庭ごみとしてたくさん出てしまう食品トレーをリユー

スして、かっこいい恐竜の骨格標本を作ってみよう！ 

※1 体につき発泡スチロール製食品トレー7～8 枚

が必要 

小学生以上中学生

以下 

無料 

 
7/12(火) 

7/23 (土) 

10:00～12:00 

自然探求講座 

海水ってどんな水？ 
中村 啓彦 

知っているようで知らない海水のはなし、実験を

交えて楽しく学びます。 

小学 3・4年生 

保護者は見学のみ 

1 人 100円 

 
7/13(水) 

7/24 (日) 

10:00～12:00 
パパとエコなクッキング♪ 渕脇 聡子 

パパと子どもでエコなクッキングに挑戦。お持ちの方

は子供用包丁をご準備ください。当日はまるごと野

菜を使ったお菓子を作ります。 

小学生とその父親 

1 人 500 円 

 

7/14(木) 

7/24 (日) 

14:00～16:00 

8/18 (木) 

13:00～16:00 

親子で自由研究！ 

かんきょう家計簿でエコライフ♪ 

（２回連続講座） 

丸山 裕子 

電気やガス、水道の使用量を子どもかんきょう家計

簿に記入しグラフ化すると自由研究に！お財布にも

環境にもやさしいエコライフ、はじめませんか？  

小学 4 年生以上 

中学生以下 

子ども 1 人につき

300 円 

 
7/14(木) 

7/26 (火) 

13:30～15:30 

あこがれの海上保安官と一緒に 

～未来に残そう青い海！～ 
盛永 曜督 

海を守るプロ！海上保安官の活動を通して、キレイ

な海を守るために何をしたらよいのかを学びます。 

小学生 

無料 

 

 7/16(土) 

7/27 (水) 

10:30～12:00 

エネルギーまるわかり☆ 

～これでキミもでんき博士！～ 

九州電力 

株式会社 

鹿児島営業所 

所員 

毎日使っている電気はどこで作られてどのように届け

られているの？より良い未来のためのエネルギーにつ

いて一緒に考え、実験もしてみよう！ 

小学 4 年生以上 

中学生以下 

無料 

 

7/17(日) 

７/28（木） 

13:00～16:00 

１日でできる自由研究 

親子で３R 大作戦 

☆8/10(水)も同じ講座を開催します 

村山 雅子 

「ごみの分別ゲーム」や「ごみの行方」、「ごみを減ら

す方法」をみんなで楽しく考えます。ワークシートに

記入していくと自由研究も完成！ 

鹿児島市に住む 

小学 4 年生以上 

無料 

 
7/18(月) 

7/29 (金) 

10:00～12:30 

土のはたらき 

～土の中の生き物を観察して 

自由研究！～ 

吉村 和也 
身近な土にはどんな生き物が住んでいるか、顕微鏡

で観察し、その生き物の役割について学びます。 

小学生 3 年生以上

6 年生以下 

無料 

 
7/20(水) 

7/31 (日) 

13:30～15:30 

たべられるのにすててるの？ 

「食品ロス」私たちにできること 
原田 一世 

日本でまだ食べられるのに捨てられる食べ物は 1 年

間で約 600 万トン！なぜ？出来ることは？みんな

で考えましょう。 

小学 3 年生以上 

無料 

 

7/21(木) 

◯ 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。 

小学生以下は保護者同伴です。 

◯           （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。 

◯ 応募多数の場合は抽選となります。締め切り後に、当落の結果をご連絡いたします。 

◯ すべての講座で、「筆記用具・飲み物・マスク」が必要です。 

その他の持ち物については、受講連絡の際にお伝えいたします。 

7 月 

かごしま環境未来館講座 

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) 

 

mailto:kouza@kagoshima-miraikan.jp

