お申込み方法

2022

マイページ機能 ができました！

抽選結果がわかる!

二次元コードか検索でアクセス！

（５）同伴者氏名・
（１）
～
（７）
をご記入の上お送りください。員の氏名・フリガナ（児童は年齢と学年も）

はがき1 枚につき1イベントまでお申込みいただけます。 フリガナ（６）電話番号（７）アースキーパー会員番号

※１ ③④⑦⑨⑬⑭⑯につきましては事前案内をお送りします。
参加者の欄に
※２ ③④⑨⑭⑯につきましては参加者以外は参加できません。
一緒 に参加する保護者名もご記入ください。

⑦

太陽の力で作ろう！

レジンのストラップ作り

協力:自然体験リーダーズクラブ

だけのストラップを作りましょう！

7/9 [土] 10:30〜12:30

革を水に濡らして小皿
に成形してから、
焼きペ
ンで箔押しします！キラ
キラで高級感倍増！

[定員] 5名
[対象] 小学生(保護者同伴）
[場所] アスエコ [材料費] 1,000円
[準備物] 汚れてもいいフェイスタオル1枚
(濡れた革を拭くため)
※1組2個作成できます。

7/10 [日] 13:00〜16:30

海の生き物調べ隊in神島 ※１※２

海の生き物を調べて、
瀬戸内海 [定員] 20名
や海ごみ問題を学ぼう!産業廃 [対象] 小学生と保護者
[場所] カミシマ技研
（株）
前海岸
棄物処分場の見学もします♪
（笠岡市神島）

～桶SHAKAホン手作り体験＆
工場見学も
リズムワークショップ～ ※１
できるよ！
[集合場所] 西川緑道公園水上テラス 回す、振る、叩く！
！3つの動作で違っ [定員] 各回5名
街中の公園でセミの抜
[保険代] 100円
た音が鳴る楽しい楽器を作ってみ [対象] 小学生以上（保護者同伴）
け殻を調べましょう！何種 [準備物] 飲み物、
タオル、帽子、
よう。楽器ができたらみんなでリズ [場所] 立花容器（株）木製工場
類の抜け殻があるかな？
虫かご、虫取りアミ、虫除けなど ムアンサンブルを楽しみます。
[材料費] 1,500円/組
樹木の解説もあるよ！

in大元中央公園 ※１※２

身近な公園で、
昆虫観察 [定員] 20名 [対象] 小学生と保護者
をします。
どんな昆虫がい [集合場所] 大元公民館
[保険代] 100円
るかな？

7/23[土] 10:30〜11:30

・14:30〜16:00
[定員] 各回5名
[対象] 小学生(保護者同伴）
[場所] アスエコ [材料費] 200円
協力：カンコー学生服

アースキーパー会員
にご登録の上、各種イ
ベントにお申込みくだ
さい♪

がんばる
ぞ

ダンゴムシの大冒険！

ダンゴムシの生態や居場所の
おはなしを聞いたあと、段ボー
ルでダンゴムシの迷路を作って
みよう。
ダンゴムシと仲良くなっ
て、
ゴールを目指そう！

[定員] 各回5名
[対象]小学3年生以上（保護者同伴）
[場所] アスエコ [材料費] 200円

協力：澤田謙也氏・志水優太氏
（岡山理科大学 自然を学ぶ会NSS）

8/18 [木]・・10:30〜12:30
14:30〜16:30

建築現場から出る土を再利用 [定員] 各回5名
したエコな土を使ってオリジナ [対象]小学生以上(保護者同伴)
[場所] アスエコ [材料費] 500円
ルこけ玉を作って育てよう！
[準備物]手をふくタオル、持って帰る袋
協力：藤クリーン（株）

⑫

8/20

[土] 10:30〜12:00

太陽系モデル作り♪

⑯

アースキーパーメンバーシップ

※@earth-keeper-okayama.jpからのメールを受け取れるようご設定ください。

[定員] 各回5名
[対象] 小学生以上（保護者同伴）
[場所] アスエコ [材料費] 500円
協力：広瀬美砂氏

9/17[土] 9:30〜12:30

海の生き物調べ隊in西脇海岸 ※１※２
協力：岡山県水産研究所

ったり！
夏休みの宿題にぴ

ごみ焼却場の
見学もできる！

津山圏域クリーンセンター・

リサイクルプラザ 体験イベント
集合
場所

津山圏域クリーンセンター
リサイクルプラザ( 津山市領家1446 )
リサイクルプラザのHPはこちら！

7/23 [土]13:30〜15:00

⑰

木のはなし、木のおはし

[定員] 8名

※木を削る際に刃物を使うのでご注意ください。

[材料費] 500円

〜オリジナルマイ箸作り〜 [対象]小学4年生以上（保護者同伴）

7/30 [土]13:30〜14:30 [定員] 10名

⑲

[場所] アスエコ
[材料費] 300円

瀬戸内シーグラスで
「エコかわいい」アクセサリー作り！

海の生き物を調べ、
瀬戸内 [定員] 20名
海について学びます！水産 [対象] 小学生と保護者
[場所] 岡山県水産研究所
研究所の見学もします♪

協力：岡成美氏(人と科学の未来館サイピア)

二次元コード or
検索して今すぐ
会員登録(無料)!

9/10 [土] ・・10:30〜12:30
14:30〜16:30

瀬戸内海の貝がらやシーグラ
スを使ったオリジナルのアクセ
サリー作り「
。エコかわいい」
ア
クセサリーを作りませんか？

⑱

登録
無料

in百間川せせらぎ広場 ※１※２

マチナカの公園で、
水辺の生き [定員] 20名
物を捕まえよう♪どんな生き物 [対象] 小学生と保護者
[場所] 百間川せせらぎ広場
がいるかな？
[保険代] 100円

太陽系や惑星のおはなしを聞いたあと、 [定員] 5名
紙粘土で太陽系モデルを作ろう！完成し [対象] 小学4年生以上
（保護者同伴）
たモデルで、
太陽系のことを学べるよ♪
※色はお家で塗っていただきます。

マチナカ水辺の生き物観察会

!
New

各 イベントは 、新 型 コロナウイルス の 感 染 状 況 により中 止となる 可 能 性 が
あります。詳 細 はアスエコH Pでご 案 内します。

イベントの参加には

会員登録が
必要です！

8/13[土]・・10:30〜12:30
14:30〜16:30

⑩

※楽器作りは１組１個となります。

[準備物] 飲みもの、軍手

8/27[土] 9 :30〜11:30

!
New

⑮

! 目指せ、太陽系はかせ！
New

! 制服のハギレで
New ecoモノ作り

イベント中止・開催に関するご案内

※よく洗った水のペットボトルなどに
入れて持参してください

in渋川海岸 ※１※２

[火]・10:30〜12:00

学校の制服を作るときに出る
「ハギレ」
を使って、
ecoな小物
を作ってみよう！
今回は
「お守り」
を作るよ♪

[定員] 各回5名
[対象] 小学4年生以上（保護者同伴）
[場所] アスエコ [材料費] 300円
[準備物] 調べたい水
（2種類まで）

世界に一つだけの
こけ玉を作ろう♪

くるくる回して見え方が変 [対象] 小学４年生以上（保護者同伴）
わる不思議な万華鏡を [場所] アスエコ [材料費] 200円
[準備物]はさみ、定規(30cm)、
作ります。
セロハンテープ

7/26

⑭

カニやエビ、
貝などの海の生 [定員] 20名
き物を調べて、
瀬戸内海につ [対象] 小学生と保護者
いて学びます！渋川マリン水 [集合場所] 渋川港
族館へも入館します☆
協力：渋川マリン水族館

⑪

ふしぎで？きれいな
万華鏡作り！
[定員] ５名

⑥

協力：立花容器（株）

8/10 [水] 14:00〜16:30

⑨

!
New

! マチナカ昆虫観察会
New

⑤

8/9 [火]・・11:00〜12:30
14:30〜16:00

夏休みの自由研究にぴっ
たり！身近な水の汚れを
CODという指標を使って
調べます。

協力：カミシマ技研（株）

7/16 [土] 10:00〜12:00

おけ

間伐材の桶で楽器を作ろう

!
New

海の生き物調べ隊

備中県民局委託事業

9 :15〜12:30
8/23[火]・・14:00〜17:15

in西川緑道公園 ※１ [対象] 小学生(保護者同伴）

協力：革工房Dove&Olive

④

⑬

身近な水の汚れを調べよう！

ミニレザープレート

!
New

7/28 [木] 9:30〜11:30

セミと緑の調査隊 [定員] 10名

⑧

! 端革大変身
New

③

●小学生の場合、イベント中は保護者の方の付き添いを必ずお願いします。●複数でお申込みの場合は、
（４）について参加者全員（同一世帯のみ）のものを記入してください。●イベントをキャンセルされる
場合はお早めにご連絡ください。●イベントの記録写真は広報活動等に使用します。

てっちゃん先生と行く！

晴れるといつも見える太陽の光につい [定員] 5名
て考えたことはありますか？意外な形で [対象] 小学生以上（保護者同伴）
役に立つ紫外線を使って、
世界に一つ [場所] アスエコ [材料費] 300円

@kankyo.or.jp

※上記ドメインから、メールを受け取れるようご設定ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
往復はがきで申し込む （１）希望イベント名（２）日時（３）住所 （４）参加者全

環境学習センター
「アスエコ」
では、アースキーパーメンバーシップ会員を対象とした体験型プログラ
ムを企画しています。
見て、感じて、気づいて、行 動 に 移すきっかけになることを目指しています。

7/2 [土] 10:30〜12:00

申込みがラクに♪ 入会費・年会費無料！

抽選結果はメールで配信

アスエコ

②

当落通知日はアスエコHP でお 知 ら せ し ま す

WEB で申し込む

後援 : 岡山市、岡山市教育委員会

①

6 /22（水）12 時 必 着

応募締切

みつろうラップ作り

[対象]小学生以上（保護者同伴）
[材料費] 200円

8/25 [木]13:30〜15:00 [定員] 10名

（保護者同伴）
ダンゴムシの大冒険！ [対象]小学3年生以上
[材料費] 200円

公益財団法人岡山県環境保全事業団

桃太郎大通り

環 境 学 習 セ ン ター 「 ア ス エ コ 」
〒 700 -0907 岡山市北区下石井2丁目2-10

TEL：086-224-7272
FAX：086-224-7273

【開館時間】10：00〜18：00（13：00～14：00は昼休み）
【休 館 日】日曜・祝日・年末年始 ↓臨時休館はこちら↓

イオンモール
メルパルク
IPU
おかやま信用金庫本店
山陽新聞社本社

http://www.kankyo.or.jp/asueco/calendar/

【個人情報の取り扱いについて 】皆様からご提供いただいた個人情報については、イベントの情報提供及び当団からのご案内に利用いたします。万一、当該目的以外の目的で利用する場合や、利用目的そのものを変更する場合は、
必ず事前に皆様にお知らせいたします。また、利用目的に照らして不要となった個人情報については、速やかに且つ適正に削除・廃棄いたします。

