
播磨科学公園都市まちびらき２０周年  ひょうご環境体験館創立１０周年 

 
 

☆特別プログラム参加ご希望の方は、ＦＡＸ、メール、お電話にてひょうご環境体験館まで 

お申込みください☆ 
 

 

 

 

 

 

前回のちらしでご協力をお願いしましたところ、大勢の皆様より古着を大量にご提供 

いただきました。皆様のご支援ご協力に厚く御礼申し上げます。 

   古着は、平成３０年３月４日、１０日のリメイクワークショップに 

活用させていただきます。うまれかわった古着は３月２１日のファッ 

ションショーで発表します。 

平成２９年１１月末をもちまして、古着回収を終了させていただき 

ます。ご協力、誠にありがとうございました。 
 

☆1月☆ 
 

 

 

 

新しい年の始まり、季節を感じよう 
 日時 プログラム名 講師 参加費 持ち物 定員 

1月8日（月・祝） 
13:30～15:00 

今年の干支はワンちゃん！ 

ハギレを活用したワンちゃ

んの押し絵（フレーム付） 

徳永 記久子さん 
（エコハウスサポーター） 

 

 

 

 

300円 
裁縫道具 15名 

1月13日（土） 
13:30～16:00 

和だこ作り  
 

完成後、芝生広場で 

たこあげをします！ 

 

井藤 久士さん 
（エコハウスサポーター） 

500円 ありません 20名 

1月20日（土） 
11:00～13:00 

省エネクッキング  

中華おこわおにぎり 

（スープ付き）地産地消  

エコハウス 

スタッフ 
300円 

三角巾、エプ

ロン、飲料、

皿、お椀、はし 

20名 

1月21日（日） 
13:30～15:00 

節分の折り紙  

～鬼のお面、福豆箱を作っ

て、季節を感じよう～ 

水本 和子さん 
（折り紙講師）  

 

 

 

無料 ありません 20名 

1月27日（土） 
10:30～12:00 

鹿角を使った ストラップ  

または ペンダント 

                       

吉岡 秀明さん 
（エコハウスサポーター） 

200円 ありません 20名 

ひょうご環境体験館 平成 30年１・２・３月特別プログラム 

お申込みは、実施日の１か月前、受付開始日の午前９時から（例：実施日 H30 年 1 月

8 日の場合、受付開始は H29 年 12 月 8 日の午前 9 時。受付開始日が休館日の場合はその翌日

から。FAX も休館日には送信しないでください。） 

また、団体での参加ご希望の方は、別途ご相談ください。 

ＪＩＣＡ（ジャイカ：国際協力機構）関西写真展 巡回展示「同じ空の下で」 
環境教育で世界各国に派遣されているＪＩＣＡボランティアの現地写真の展示です。  

押し絵の例 

ストラップの例 



日時 プログラム名 講師 参加費 持ち物 定員 

2月3日（土） 
10:00～12:00 

バードウォッチング入門 

※雨天中止、小雨決行 

☆防寒対策をお願いします 

斎藤 充さん 
（姫路市自然環境の森 

 レンジャー） 

無料 あれば10倍 

位の双眼鏡 

飲料 

20名 

2月4日（日） 
13:00～15:00 

レザークラフト体験 

  染色体験と製作 
お好みの色をレザーに塗る作業 
＆小銭入れの完成  

レザータウン 

姫路 革の里 
1,000円 ドライヤー 30名 

2月10日（土） 
13:30～15:00 

マイ箸作り  
バレンタインにぴったり！ 

ペアで作って、楽しくエコラ

イフ！（2膳＆箸袋）          

井藤 久士さん 
（エコハウスサポーター） 

200円 
あれば小刀 20名 

2月11日（日） 
13:30～15:00 

簡単ローチョコ作り 
省エネ！ヘルシー！ 

バレンタインにどうぞ 

 

エコハウススタッフ 200円 
三角巾、エプ

ロン、飲料 
15名 

2月12日（月・祝） 
13:30～15:30 

ミサンガ作り  
おしゃれな組み紐のミサンガ  

バレンタインの願いをこめて 

 

淵瀬 俊文さん 
（エコハウスサポーター） 

200円 ありません 15名 

2月17日（土） 
13:30～15:30 

 

オオサンショウウオの 

お話 

☆佐用オオサンショウウオ

を守る会☆ 

野村 智範さん 
（佐用オオサンショウウオを

守る会） 

無料 ありません 50名 

2月25日（日） 
13:30～14:30 

寒さを吹き飛ばそう！ 

ストレッチとはばタン 

ダンスで健康つくり 

エコハウス 

スタッフ 
無料 動きやすい

服装、運動靴 

タオル、飲料 

30名 

       

日時 プログラム名 講師 参加費 持ち物 定員 

3月3日（土） 
10:00～12:00 

桃の節句：明るい茜 

（ピンク系）で 春の綿 

ストールを染めよう 

吉田 恵子さん 
（エコハウスサポーター、 

 もえぎの会） 

 

800円 ありません 20名 

3月4日（日） 
10:0～15:00 

 

※申込開始日 

H29.１２月１日 

開館10周年記念事業 

古着リメイク 

ワークショップ 

☆ワークショップ1回目☆ 

3/21（水・祝）のファッ 

ションショーに出演して 

いただきます！ 

大月 ヒロ子さん 
（ミュージアム・エデュケーシ 

ョン・プランナー、有限会社イ 

デア代表取締役、国立歴史民俗 

博物館客員准教授） 

無料

 

裁縫道具 

弁当、飲料 

30名 

 

 

3月10日（土） 
10:0～15:00 

 

※申込開始日 

H29.１２月１日 

開館10周年記念事業 

古着リメイク 

ワークショップ 

☆ワークショップ2回目☆ 

3/21（水・祝）のファッ 

ションショーに出演して 

いただきます！ 

大月 ヒロ子さん 
（ミュージアム・エデュケーシ 

ョン・プランナー、有限会社イ 

デア代表取締役、国立歴史民俗 

博物館客員准教授） 

無料

 

裁縫道具 

弁当、飲料 

30名 

 

 

 

 

 

※ワークショップについては、隣のページをご参照ください。 

※３月特別プログラムは、最後のページに続きます。ご確認ください。 

これは、値打ちがあります！！ 



ひょうご環境体験館　10周年記念事業

古着リメイク&ファッションショー
　新しい服をたくさん持っている人
がオシャレ？でも、深刻な環境問題
の原因の一つかも？

遊びゴコロや創造力などを総動員
して、チャレンジする人、募集中！

　現代において、エコでありながら、
可愛く、オシャレで、宝物になるよう
な服を手にすることはできる？？

チャレンジ１ チャレンジ2

古着リメイクワークショップ リメイクファッションショー
～どこにも売っていない
　　　　　自分だけの宝物をつくろう～

～カワイイ！ オシャレ！ そしてエコ！
　　新しく生まれ変わった宝物をお披露目～

　８月から県民の皆さんのご協力を頂いて集めた
古着を、大月ヒロ子さんに教えて貰って、世界
に一つのどこにも売っていない服に生まれ変わ
らせるワークショップです。

ミュージアム作り、遊びと学びの空間デザイン、展覧会監修など行うかたわら、201 3 年、日本初の
クリエイティブリユースの実験室、情報のハブ、レジデンスとマテリアルライブラリー（廃材の
図書館）を有する IDEA R LAB を倉敷にオープン。日本各地で廃材活用のプロジェクトを展開中。

　古着リメイクワークショップで生まれ
変わった服のお披露目と大月ヒロ子さん
のお話。

１回目：平成30年3月4日（日）
　　　 10 : 00 ～15 : 00
２回目：平成30年3月10日（土）
　　　 1 0 : 00 ～15 : 00
※両日内容は同じです。
※3/21（水・祝）のファッションショーへの参加必須
５歳以上（小学生は保護者同伴のこと）
無料
大月 ヒロ子さん
各回30名（先着順）

日　時

対　象
参加費
講　師
定　員

講師プロフィール
大月 ヒロ子 ミュージアム・エデュケーション・プランナー　　　　　　

有限会社イデア代表取締役、国立歴史民俗博物館客員准教授

主催：兵庫県、（公財）ひょうご環境創造協会、ひょうご環境体験館

カワイイ！オシャレ！
そして
エコな ファッションを始める

平成30年3月21日（水・祝）
14 : 45～1 6 : 00
誰でも（小学生以下は保護者同伴）
100名（先着順）
無料
13 : 00 ～14 : 25
10周年記念式典を実施します。

日　時

対　象
定　員
参加費
参　考



【その他、ご留意ください】 

・参加人数が少人数の場合、中止させていただく場合があります。 

・悪天候時、気象警報発令時、プログラムを中止する場合があります。 

・開始時刻の 10分前には受付をお済ましください。 

・キャンセルされる場合、原則３日前までにご連絡ください。  

・野外でのプログラムは動きやすい服装・靴でおこしください。 

・体験館には自動販売機がありません。飲料はご持参ください。 

・プログラム中に撮影した写真をＨＰや館内の掲示等に掲載させてい 

ただく場合があります。 

F 

A 

X 

 

平成 30年 1月発行 

3月11日（日） 
13:30～15:00 

春のうぐいす笛つくり 
オシャレに首からさげられる 

外で吹いてみよう！ウグイスが
応えてくれるかも！ 

福田 智之さん 
（エコハウスサポーター） 

 

 

無料

 

ありません 30名 

3月17日（土） 
13:00～15:00 

レザークラフト体験 

  染色体験と製作 
お好みの色をレザーに塗る作業 
＆小銭入れの完成  

レザータウン 

姫路 革の里 
1,000円 ドライヤー 30名 

3月18日（日） 
13:30～15:00 

ＮＥＷ 楽しい サイエンス 

ショー！大気圧と真空のおもし

ろ科学実験・なぞ解き教室 

知って得する裏ワザも数々 

上林 俊明さん 
（地球温暖化防止グループ、 

エコハウスサポーター） 

 

無料

 

ありません 30名 

３月2１日（水・祝） 
14:45～16:00 

 

※申込開始日 

H29.１２月１日 

ひょうご環境体験館創立１０周年記念  

「リメイクファッションショー」 
 出演者３月４日、１０日のワークショップ参加者 

☆お客様はどなた様も大歓迎です！☆ 
ご覧になる方（出演者の応援の方含む）はＦＡＸ、電

話、メールのいずれかでお申込みください！！ 

無料

 

ありません 100名 

3月24日（土） 
13:30～15:30 

自然素材の 

藤のかごつくり 
自然素材で暮らしを豊かに 

山下 祥子さん 
（エコハウスサポーター） 

300円 ありません 10名 

3月2５日（日） 
13:30～15:30 

手すきはがきをつくろう！ 

化学の観点から、手すき 

の体験ができる！ 

人と化学を 

むすぶ会 
（エコハウスサポーター） 

300円 ありません 15名 

3月31日（土） 
13:30～15:00 

かわいい折り紙ランドセル

つくり 

淵瀬 俊文さん 
（エコハウスサポーター） 

無料

 

ありません 15名 

ひょうご環境体験館へのアクセス     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 
バス借り上げ経費の一部を助成します 

体験館で環境学習を実施する団体などにバス借り上げ経費の一部を助成する制度「エコツーリズムバス」が利用できます。 

 ※詳細は「ひょうごエコプラザ」の「環境学習」のページをご覧ください。 

 【ＨＰアドレス】http://www.eco-hyogo.jp/ecoplaza/index.php/ecobus 

【問い合わせ先】（公財）ひょうご環境創造協会 ひょうごエコプラザ TEL：078-735-4100 

イベント名 月   日 代表者氏名  

 【          】 参加人数 計      人 

住  所 

※市町名のみ 

  大人（   ）人、小学（   ）年生（    ）人、 

幼児（   ）人   ☆製作数（      ） 

TEL  FAX  

これは、値打ちがあります！！ 

【問い合わせ、申し込み先】 

ひょうご環境体験館（愛称 はりまエコハウス） 

〒679-5148  兵庫県佐用郡佐用町光都 1-330-3 

TEL 0791-58-2065 FAX 0791-58-2069 
E-mail    taikenkan@eco-hyogo.jp 

HP      http://www.eco-hyogo.jp/taikenkan/ 

 

 

http://www.eco-hyogo.jp/ecoplaza/index.php/ecobus
http://www.eco-hyogo.jp/taikenkan/


 


