
  
 
 

☆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。 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

１０～１１月特別展示のご案内 
 ひょうご環境体験館【わんぱく広場】にて、「地域の環境保全への取組」として上郡町の「鞍 

居地区ふるさと村づくり協議会」の取組を展示いたします。金出地ダム湖に沈む希少植物の保全 

や、桃の原種「鞍居桃」の育成、地域の特産品の創出…etc、様々な活動を展開されています。 

 期間中に特別講演もあります（11/12）。大勢の皆様のご参加をお待ちしております！ 
 

 

 

日時 プログラム名 講師 参加費 持ち物 定員 

10月８日（土） 
10:00～12:00 

山野草の似合うエコ鉢作り 

～新聞紙を活用した作品作り～ 

廣島 昭一さん 

（エコハウスサポーター） 
300円 作品を入れ

て帰る袋 

 

20名 

10月10日（月） 
13:30～15:00 

玉ねぎの皮を使った絞染 
～きれいな黄色に染まります～ 
※Ａ３の布バッグ(200円)もあります 

エコハウススタッフ 

 

無料 

※一部有料 

染めたい物 

（綿や絹） 

ハンカチ等 

30名 

10月16日（日） 
10:30～14:30 

秘密基地作り☆第2弾 
基地で遊び、秋の味覚も楽しみます 

茂見 節子さん 

（エコハウスサポーター） 
200円 軍手、帽子 

長袖・長ズ

ボン、飲料 

10組 

10月２2日（土） 
13:30～15:30 

いどうこんちゅうかん 

～むしたちと楽しく遊ぼう！～ 

☆県立人と自然の博物館・佐用

昆虫館とのコラボ☆ 

八木 剛さん 
（兵庫県立人と自然の博物

館主任研究員）  

 

     

100円 虫かご、 

虫捕り網、 

帽子,タオル

飲料 

50名 

10月23日（日） 
13:30～15:00 

御縁（5円）のカメの 

キーホルダー  

池谷 明美さん 
（エコ手芸作家）  

200円 
５円玉１枚

 
20名 

10月29日（土） 
10:30～12:00 

秋の里山探検隊 
～体験館周辺の自然観察～ 

竹上 秀己さん 
（エコハウスサポーター 

 エコの森グループ） 

無料 
帽子、長袖・

長ズボン 

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 

11月5日（土） 
13:30～15:00 

小学３年生～中高生～成人対象 

科学実験でGO！地球の「し

くみ」を見つけよう「地球診

断」☆第1回「診断編」 

上林 俊明さん 
（エコハウスサポーター） 

無料 

 

ありません 50名 

11月6日（日） 
10:30～12:00 

秋の植物 
～カキの種っていくつある？～ 

石田 昭夫さん 
（エコハウスサポーター 

 エコの森グループ） 

無料 ありません 30名 

11月12日（土） 
10:00～12:00 

クリスマスリースづくり 

～自然素材の美しい作品～ 

梶本 静香さん 
（フラワーベル） 

600円 
作品を入れ

て帰る袋

 

30名 

      

☆地元産野菜等の物販 ☆森の子育てひろば「兵庫県立こどもの館」コーナー ☆お楽しみエコ工作コーナー、

エコカフェ（無料）など  ☆13:00～14:00：特別講演会 ※裏面ご参照ください  

☆14:00～15:00：ステージ部門（オカリナ、太子高校Ｊコーラス部）  

【ご注意ください！】プログラムの申込方法が変わりました！！  

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 10 月８日の場合、受付開始は９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、メール含む（先着順）にさせていただきます。 

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。            その他のお願い→裏面もご確認ください 

ひょうご環境体験館 

平成２８年１０・１１・１２月特別プログラム 
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11月12日（土） 
13:00～14:00 

 

☆特別展示関係企画☆ 
特別講演会：演題  

「鞍居地区ふるさと

復活大作戦」 

河井 正人さん 
（鞍居地区ふるさと村づく

り協議会会長、金出地ダム

周辺整備検討委員会会長） 

無料 ありません 100名 

11月19日（土） 
10:00～12:00 

 

ハートのオーナメント 
～季節にぴったりな工作～ 

山下 祥子さん 
（エコハウスサポーター、

エコ手芸ゆうゆうクラブ） 

300円 裁縫道具 15名 

11月20日（日） 
13:30～15:30 

折り紙「お弁当」作り 
～楽しい作品です～ 

水本 和子さん 
（折り紙講師）  

無料 ありません 20名 

11月26日（土） 
13:30～15:30 
小学3年生以上対象 

電池を作って仕組みを学ぼう 
～炭や食品などを使って電池を 

作る～ 

人と化学をむすぶ会 

（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 

12月3日（土） 
13:30～15:00 

小学３年生～中高生～成人対象 

科学実験でGO！地球の「し

くみ」を見つけよう「地球診断」 

☆第2回「巨大リスク治療編」 

上林 俊明さん 
（エコハウスサポーター） 

 

無料 

 

ありません 50名 

12月4日（日） 
10:00～12:00 

そば打ち体験 ～地産地消～ 

※小学４年生以上 
春名 幸春さん 
（エコハウスサポーター） 

600円 
エプロン,三

角巾,タッパ,

皿,はし.汁入 

10組 

12月10日（土） 
10:30～12:00 

草木染めで素敵なプレゼン

トつくり 

吉田 恵子さん 
（エコハウスサポーター、 

もえぎの会） 

500円 ありません 20名 

12月11日（日） 
9:00～11:00 

小学生以上対象 

野生動物について 

～現地見学とおはなし～ 

 

石田 昭夫さん 
（エコハウスサポーター 

 エコの森グループ） 

無料 ありません 30名 

12月17日（土） 
10:00～12:00 

ミサンガつくり 
～クリスマスの願い～ 

淵瀬 俊文さん 
（エコハウスサポーター、

クラフトグループ） 

200円 ありません 20名 

12月18日（日） 
10:00～13:00 

米粉のピザ 
～地産地消～  

高井 洋子さん 
（エコハウススタッフ） 

300円 
エプロン.三角

巾,皿.はし.飲料 15名 

12月25日（日） 
10:00～12:00 

 

門松作り 

～オリジナル門松作り～ 

井藤 久士さん 
（エコハウスサポーター） 

1000円 作品を入れ

て帰る袋 
30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  

平成 28年 10月発行 

【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/ 

 

 
【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。 

（山の中に入る場合、長袖・長ズボンが望ましいです） 

・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。 

 

※9:00体験館駐車場集合 自家用車で現地（光都内）を見学後、体験館で講座 

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

