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▲PiPi バルーンショー
▲色々な工作体験ができます♪

▲飲食ブースも出展します♪

▲親子で竹いかだ体験♪ ▲いろんなワークショップを体験できます♪

●開催日：平成29年6月8日（木）
　まだ使えるけれど、家庭で眠っているネクタイを
バッグにリメイクしました。ネクタイは、ほとんどが
シルクでできていて、布地としても豪華！そのネク
タイにまつわるお話をしながら、いろいろな柄をど
う並べるか考えるのも楽しい！！皆さん、思い出の
あるネクタイをリメイクして思い出と一緒におでか
けできるバックができあがりました。

講座名：「ネクタイを活かしてバッグ作り」
講座開催レポート

●日時／10月7日（土）　10時～16時
●場所／イオンモール鹿児島（水の広場）
　鹿児島市各地域で環境保全活動に取り組んでいる環境未来館
登録団体と協働して実施するイベント「地域まるごと環境フェ
スタ」。6回目となる今年は谷山地域で開催します  !
　幼稚園・保育園の子供たちによる環境絵画の展示や、環境に関
するワークショップ、工作体験、ステージショーなど楽しく参加
できるプログラムをご用意しています。
　当日は、バルーンパフォーマーのP i P iも来るよ♪ご来場、
お待ちしています。

地域まるごと環境フェスタin谷山

●日時／10月21日（土）・22（日）　10時～16時
●場所／かごしま環境未来館
　「環境フェスタかごしま」は、環境団体や事業者、行政が協働して開催するイベントで
す。様々な展示やステージショーを楽しみながら、いろんなエコを見つけよう！作って遊
べる竹いかだ体験やさまざまなワークショップが体験できます！すてきな景品がもらえ
るクイズラリーも実施。子どもから大人まで楽しめるイベントが盛りだくさん！10月の
連休はぜひ未来館へお越しください♪

環境フェスタかごしま2017
豊かな環境　輝く未来　～家族みんなでスマイルエコロジー～

●日時／11月5日（日）　9：30～15：30
●場所／かごしま環境未来館
　春に開催した「城西マルシェ」をこの秋
にも開催します！今回も雑貨屋さんやお
菓子屋さんなどに出店していただき、お洒
落なイベントにしたいと思います。
　詳しい内容が決まりましたら、未来館
ホームページなどでお知らせしますので、
しばらくお待ちくださいね♪

城西マルシェ

講座のお知らせ イベントのお知らせ・情報コーナー

知りたい！食べたい！
ジビエの世界

　近年増えているシカやイノシシによる被害。捕獲した生きも
のを食肉として活用するジビエの世界をご紹介します。
　みんなでおいしいお肉を食べながら、人間生活と他の生きも
のとのつながりについて考えてみましょう！
●日時…9月30日（土）　11:00～13:00 
●場所…かごしま環境未来館　１階食工房
●講師…牧尾　正恒
　　　　（一般社団法人いかくら阿久根会長）
●対象…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18歳以上の人
●定員…25人
●受講料…1人500円

9月
オススメ講座

気候変動を感じることが多くなって
きた気がします。気象のプロにその原
因を聞きに行きましょう。

from staff

普段食べないからと言って、苦手意識
を持つのはもったいないジビエ料理。
ジビエがどんなものか聞きに来られ
ませんか。

from staff

端材でつくる
かわいいクリスマスツリー♪

　木を使って様々なものを使った後には残る部分があります。
木は地球の大切な資源です。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。

●日時…11月23日（木・祝）　13：00～16：00
●場所…かごしま環境未来館1階リサイクル工房
●講師…坂元　潤子（ナチュラルクラフトデザイナー）
●対象…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・通学する小学生以上の人
　　　　（小学生は保護者同伴）
●定　員…12組
●受講料…1 組 1 個 200円

11月
オススメ講座

クルマのどこの部品がどのように
リユース・リサイクルされるのか、
実際に見てみましょう！

from staff
様々な場面で、再び木の重要性が見直されています。
端材を使って木や森林に想いを馳せながら、あな
ただけのクリスマスツリーを作ってみましょう♪

from staff

くるくるクルマの
リサイクル

　走れなくなった車が、リユース、リサイクルされている状態を
冊子でご覧いただき、その後実際の作業をご覧いただきます。

●日時…10月28日（土）　9：00～10：00
●場所…株式会社オートパーツ伊地知（上福元町7316）
●実施団体…株式会社オートパーツ伊地知
●対象…特になし（小学生以下は保護者同伴）
●定員…20人（※定員に達し次第締め切り）
●参加料…無料
●お問い合わせ先…伊地知　陽子さん
　電話：099-267-0468　FAX：099-266-3718
　Eメール：keiri1@api-net.com

共育
講 座

オススメ

い  ぢ  ち　  ようこ

気象庁のマスコットキャラクター「はれるん」

▲

鹿児島地方気象台
バスツアー

　毎朝、確認する身近な天気予報や火山の観測などを行ってい
る鹿児島地方気象台の見学と講話を聞く、未来館発バスツアー
です。（鹿児島地方気象台後援）
●日時…10月15日（日）　13：00～16：00
●場所…かごしま環境未来館集合、鹿児島地方気象台
　　　　（鹿児島市東郡元町）
●講師…今村　聡（気象予報士・NHK鹿児島放送局）、
　　　　鹿児島地方気象台職員等
●対象…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15歳以上の人
●定員…20人
●受講料…無料

10月
オススメ講座
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　鹿児島地区漁業士会は、鹿児島県から認定された漁業士の任
意団体ですが、これまでは、漁業士のPR活動及び水産物の販売活
動を通じて、魚食普及活動を展開してきました。最近は、上記活
動だけでなく、鹿児島市内の海、特に“里海”の環境保全活動とし
て、アマモ場の再生及び海藻類の増養殖による富栄養化対策（リ
ン、窒素の吸収）並びに海岸清掃活動等に積極的に取り組んでい
ます。

鹿児島地区漁業士会

自然農薬の
つくり方と使い方
●著書名：農文協　編
●発行元：一般社団法人
　　　　  農山漁村文化協会

※ こ の 本 は 、環 境 未 来 館 の 図 書
コーナーに設置してあり、貸出
を行っています。ぜひ足をお運
びください。

　自然農薬として利用の多い
植物エキス、木酢エキス、植物
発酵エキス等の効果的な使い
方や身近な材料で作る方法を
イラストや写真で分かりやす
く紹介されています。自然農
薬で無農薬栽培を手軽に始め
られる1冊です。

オススメ図書

登録団体紹介開催レポート

　6月の環境月間に合わせて、「リユースはアートなり。」をテーマに企画展を開催しま
した。期間中は花王国際こども環境絵画コンテストの入賞作品をご覧になっている
方、週末の工作ワークショップなどに参加して下さった方などで大変にぎわいまし
た。今回の企画展をきっかけに、いらなくなったものでも工夫次第でこんなに楽しめ
るものになると、リユースをより身近なものとして感じていただければ嬉しいです。
　12月の地球温暖化防止月間にも楽しい企画展を開催する予定です。お楽しみに♪

環境月間企画展

●日時／9月23日（土）・24日（日）　10時～16時
●場所／かごしま環境未来館
　昔から伝わる「あそび」を見て、作って、遊ぶ様々な体験コーナーをご用意。おもちゃの
かえっこバザールやおもちゃ病院も同時開催の予定です。
　詳しい内容はホームページでお知らせしますので、ぜひご家族でお越しください。

こども遊VIVAランド

●募集期間／7月19日（水）～11月30日（木）
　かごしま環境未来財団主催で開催する環境フォト＆ムービー
コンテスト。
　鹿児島市の自然、環境を伝える写真や動画を募集します！
テーマは「鹿児島市の自然、環境」。あなたのセンスで鹿児島市が
見せるさまざまな表情を切り取ってください！
　入賞者には豪華賞品もあり！！スマートフォンからも簡単に
応募可能です♪
　応募方法及び副賞など詳しくは、かごしま環境未来館ホーム
ページをご覧ください。

環境フォト＆ムービーコンテスト

　環境に興味や関心がある18歳以上の市民の方を対象に、かごしま環境未来館などで
活躍する「未来館サポーター」（ボランティア）を養成する講座を開催します！
　養成講座は5日間・全5回。修了した方は、来館者の皆さまへの展示案内など、様々な活
動をしていただきます。
　養成講座の内容や募集要項などの詳細は、9月頃より未来館ホームページでお知らせ
しますので、ボランティアに興味をお持ちの方は、ぜひご応募ください♪
　私たち未来館スタッフと一緒に楽しく活動しましょう！！

「未来館サポーター」をはじめてみませんか？

●日時…平成29年11月4日（土）　10:00～11:30
●場所…磯海水浴場
●対象…小学生以上の親子
●定員…10組20人（※定員に達し次第締め切り）
●参加費…1組1,000円

　『アマモ場』はアマモという海藻が森のように生い茂る場
所で、海の生物の産卵や餌場、外敵から身を守る隠れ家とな
るなど、海の中で大切な役割を果たしています。講座では、
そのアマモ場の話と、実際にアマモ苗の植え付け体験を行
います。

〒891-0315
指宿市岩本字
高田上160-10
TEL.0993-27-9200

鹿児島地区
漁業士会

“里海”としてのアマモ場の再生
地 域

まるごと
共育講座

　やさい村では、からだや環境に優しい、オーガニック食品・無
添加食品・無農薬野菜・無添加石けん等の販売をおこなうととも
に、「食」や「環境」について広く知ってもらえるための様々なイ
ベントを企画・開催しています。

やさい村

●日時…平成29年9月6日（水）　10:00～12:00
●場所…しょうぶ学園内オムニハウス2階・吉野町5066
●定員…20人（※定員に達し次第締め切り）
●参加費…無料

　様々な加工品に使われている食品添加物。聞いたことは
あるけど、詳しくは分からないという方が多いのではない
でしょうか。食品ラベルの見方など、買い物をする際に活か
せる食べ物のお話をさせていただきます。

〒892-0871　鹿児島市吉野町3095-252
TEL.099-244-8061　http://www.macro-yasaimura.jp/

やさい村

食卓を豊かにする！
食品添加物などの食べ物のお話

地 域
まるごと
共育講座

【講座のお問い合わせ先】

TEL：099-244-8061（角屋敷さん）

FAX：099-244-8061

メール：ysim@mxy.mesh.ne.jp

すみやしき

▲出前授業の様子

イベントのお知らせ・募集案内

【講座のお問い合わせ先】

TEL：0993-27-9211（奥原さん）

FAX：0993-27-9218

　　  （鹿児島県水産技術開発センター）

電気自動車の活用状況
　平成29年4月より、鹿児島
日産自動車株式会社より電
気自動車（e‐NV200）を3年
間無償でお借りしています。
6月までの間に、福平小学校
PTA講演会や出前授業、館外
の未来館講座「田んぼの学
校」、館外イベント出展等に
活用しています。

▲自分だけのオリジナルマイ箸を作りました

じゃんぼ餅づくり
に挑戦しました！

▲

●平成29年12月3日（日）、12月17日（日）　
●平成30年1月14日（日）、  1月28日（日）、3月4日（日）

養成講座の日程

お気軽にご応募
ください♪

●日時／10月7日（土）　10時～16時
●場所／イオンモール鹿児島（水の広場）
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