
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。 
                                    

 
 

☆７～８月特別展示のご案内☆ 

  

 

 
 

☆今年の夏も盛りだくさん！楽しい夏☆ 科学捜査？！DNAで川の生物についていろいろわかる（特別講演会）   

 日時 プログラム名 講師 参加費 持ち物 定員 

7月8日（土） 
13:30～15:00 

地球温暖化と二酸化炭素の 

排出実験 入浴剤を使って二酸化 

炭素を発生させ、その性質を調べ、 
地球温暖化とのつながりを考えます！ 

馬場 雅彦さん 
（エコハウスサポーター） 

 

無料 ありません 30名 

7月9日（日） 
13:30～15:30 

自然素材の 

まが玉つくり 
淵瀬 俊文さん 
（エコハウスサポーター） 

300円 ありません 20名 

7月16日（日） 
10:30～12:00 

かぶと虫のおはなし 
体験館のカブトムシハウスへGO！ 

久嶋 博士さん 
（エコハウスサポーター） 

300円 虫かご 15名 

7月17日（月・祝） 
10:30～15:30 

古布を活用した 昔ながらの 

布草履つくり※お昼休憩をはさみます 
黒谷 静佳さん 
（エコハウスサポーター） 

 

 

☆サイズ例 

36cm×31cm×20cm 

100円 
古バスタオル 

古布 弁当 飲料 
30名 

7月22日（土） 
13:30～15:00 

ダンボールコンポスト 
☆生ごみを肥料にリサイクル！ごみ 

減量！花壇やプランターで使える！ 

500円 
同じ大きさのダ

ンボール箱２個 

※左記参照 

20名 

7月23日（日） 
13:30～15:00 

 

 

開館10周年記念事業  ※無料  定員50名 

講演「DNAを使って水中の生き物をしらべる」  

 講師 源 利文 先生（神戸大学大学院人間発達環境学研究科特命助教）  
☆川の水をくんで、その中に存在するDNAの情報から生き物のことを知る、科学捜査 

のような手法…ぜひ、お話を聞いてみてください☆ 

7月26日（水） 
10：00～12：00 

13：00～15：00 

夏休み木工教室（１） 
※午前または午後のいずれか 

ログハウス（レンガ風）貯金箱 

井藤 久士さん 
（エコハウスサポーター） 

 

500円 作品を入れ

る袋 

午前 

午後 

各10名 

7月30日（日） 
13:30～15:30 

エコハウス絵画教室（１） 
※絵を描くポイントがきけます 

西林 裕子さん 
（絵 画 教 室 講 師 ） 

無料 画用紙、絵の具

水入れ、画板等 
20名 

アースライブで心癒されよう さわやかな涼風がシアターに          
    宿題対策は、バッチリ？！ ご参加＆ご活用ください！！ 

日時 プログラム名 講師 参加費 持ち物 定員 

8月2日（水） 
10：00～12：00 

13：00～15：00 

夏休み木工教室（２） 
※午前または午後のいずれか 

ログハウス（レンガ風）貯金箱 

井藤 久士さん 
（エコハウスサポーター） 

 

500円 作品を入れ

る袋 

午前 

午後 

各10名 

8月5日（土） 
13:30～15:30 

エコハウス絵画教室（２） 
※絵を描くポイントがきけます 

西林 裕子さん 
（絵 画 教 室 講 師 ） 

無料 
画用紙、絵の具

水入れ、画板等 
20名 

8月6日（日） 
13:30～15:30 

開館10周年記念事業 

サマーアースライブ2017   シアターにて ※無料   

♪音楽（ギター、フルート）演奏と朗読♪  別途ちらし＆整理券あり 

150名 

8月9日（水） 
10：00～12：00 

13：00～15：00 

夏休み木工教室（３） 
※午前または午後のいずれか 

ログハウス（レンガ風）貯金箱 

井藤 久士さん 
（エコハウスサポーター） 

 

500円 作品を入れ

る袋 

午前 

午後 

各10名 

8月11日（金・祝） 
13:30～15:00 

オンリーワンのマイバッグ作り 

＆紙芝居 ☆エコ＆工作対策 

西谷 寛さん 
（エコハウスサポーター 

 海と空の約束プロジェクト） 

200円 ありません 30名 

8月12日（土） 
11:00～13:30 

キーマカレー作り 
地産地消・省エネクッキング 

黒谷 静佳さん 
（エコハウスサポーター）   

300円 
幼児無料 

三角巾、エプロン、 

飲み物、皿、スプ

ーン 

 

30名 

ひょうご環境体験館 平成２９年７・８・９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 
また、団体でのご参加はご遠慮いただいております。参加ご希望の団体の方は別途ご相談ください。  

「千種川の環境を見守る地域の人々の取組と専門家の支援」神戸大学サイエンスラボの皆様の取組 

 千種川流域の豊かな自然を未来に伝えるために、環境を見守る地域の人々の活動と、大学や研 

究所などの専門家の支援の取組について紹介します。西播磨の清流千種川での環境保全活動についてご覧ください！ 
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平成２９年７月発行 

8月13日（日） 
13:30～15:30 

エコハウス絵画教室（３） 
※絵を描くポイントがきけます 

西林 裕子さん 
（絵 画 教 室 講 師 ） 

無料 
画用紙、絵の具

水入れ、画板等 
20名 

8月16日（水） 
10：00～12：00 

  13：00～15：00 

夏休み木工教室（４） 
※午前または午後のいずれか 

ログハウス（レンガ風）貯金箱 

井藤 久士さん 
（エコハウスサポーター） 

 

500円 作品を入れ

る袋 

午前 

午後 

各10名 

8月20日（日） 
13:30～15:00 

折り紙くるんくるん 
回転する楽しい作品作り 

水本 和子さん 
（折 り 紙 講 師 ） 

無料 ありません 20名 

8月23日（水） 
10：00～12：00 

夏休み木工教室（５） 
※午前のみ ログハウス貯金箱 

井藤 久士さん 
（エコハウスサポーター） 

 

500円 作品を入れ

る袋 
20名 

8月24日（木） 
13:30～15:00 

レザークラフト体験（１） 
ペンケースまたは小銭入れ 

レザータウン 

姫路 革の里 

 

500円 ありません 30名 

8月26日（土） 
13:30～15:30 

コロコロコイン貯金箱 ☆人気 

コインがレールを通ってIN！ 
福田 智之さん 
（エコハウスサポーター） 

500円 ありません 15名 

 
 

日時 プログラム名 講師 参加費 持ち物 定員 

9月2日（土） 
13:30～15:00 

おしゃれでかわいい 

押し花フォトフレーム 
エコハウススタッフ 

200円 ありません 20名 

9月3日（日） 
13:30～15:00 

レザークラフト体験（2） 
ペンケースまたは小銭入れ 

レザータウン 

姫路 革の里 

 

500円 ありません 30名 

9月9日（土） 
10:00～12:00 

藍染めに挑戦！麻綿ストール 
☆これは値打ちあり！さらりとした風合 

吉田 恵子さん 
（エコハウスサポーター） 

800円 ありません 20名 

9月10日（日） 
13:30～15:30 

牛乳パックをリサイクルして 

はがきを作ろう  

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 

9月17日（日） 
13:30～15:00 

種のふしぎ いろいろな種の話 

アルソミトラ：飛ぶ種をつくろう 
池内 清さん 
（エコハウスサポーター） 

100円 ありません 25名 

9月18日（月・祝） 
13:30～15:00 

楽しい 体験型の実験教室！ 
魔法？科学の力？特技？ズル？ 

18をこえる「なぞ解き」「ふし

ぎ」実験がいっぱい 
☆おたのしみプレゼントあり！☆ 

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 

9月24日（日） 
10:00～12:00 

日本みつばちのハチミツ 

なめなめ会 ※小学３年生以上 

本田 三郎さん 
（エコハウスサポーター） 

300円 
つばあり帽子 
長袖・長ズボン 

 

30名 

9月30日（土） 
13:30～15:30 

ハギレの活用 かわいい 
ヨーヨーキルトのブレスレット 

山下 祥子さん 
（エコハウスサポーター） 

300円 ありません 20名 

ひょうご環境体験館へのアクセス     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

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  

【その他、ご留意ください】 

・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。 

【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/taikenkan/

