ひょうご環境体験館 平成３０年１０・１１・１２月
特別プログラム
☆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☆
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 10 月 7 日の
場合、受付開始は H30 年 9 月 7 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。

日本でごくわずかな 「真の自然農法」の実践

～奇跡の取組！アレルギー症状が回復！～
有機肥料を一切使わない、本当の意味での自然農法。日本で実践されている方は、１％にも
満たない状況です。それだけ大変でありながら、心身にいい影響：例えば、アトピーやアレル
ギー症状が改善するなどの良い報告が多数あります。地球環境・人体への負荷、日常の食を見
直す機会にしてみましょう。食育に関わられる方、興味のある方、ぜひご来館ください！
＜Ｈ30.10月～Ｈ31.１月＞

※イメージ

日時
10月7日（日）
11:00～14:00

子供と遊ぶミニクラフト教室参加のみなさま
☆10 月 14 日（日）13:30～15:00「ワタの収穫と篠づくり」無料
※ご自宅で栽培されたコットンボールをご持参ください。
☆10 月 28 日（日）13:30～15:00「糸紡ぎ」500 円 ※ワタ代
☆12 月 2 日（日）13:30～15:00「作品作り」無料

プログラム名
森であそぼ！第２弾

講師
茂見 節子さん

体験館の森の中で楽しく遊びます。
マシュマロも焼いて食べます。
※雨天時は室内で楽しくゲーム！

（エコハウスサポーター）

10月8日（月・祝） 地球温暖化と二酸化炭素の
13:30～15:00 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！

10月13日（土） いどうこんちゅうかん
13:30～15:30

☆昆虫とのふれあい！詳しいお話等
も聞ける、楽しいプログラムです！

馬場 雅彦さん

参加費

持ち物

100円

レジャーシー
ト、弁当、飲料
おやつ、枕

定員
30名

無料

ありません

30名

無料

虫かご、虫と
り網、帽子、
タオル、飲料

50名

（エコハウスサポーター）

NPO法人
こどもと
むしの会

受付・集合：体験館大型駐車場。虫とり後、体験館の建物に移動します。雨天時は体験館で受付。

ひょうご環境体験館

出展情報

☆10月20日（土）、21日（日）ひょうごエコフェスティバル（会場：明石公園）
☆10月20日（土）ふれあいリハフェスティバル（会場：西播磨リハビリセンター）

エコ工作、エコ実験等々、楽しい体験コーナーを設置しています。ぜひ、お立寄りください！！
10月21日（日） 簡単で楽しいエコ工作
10:30～11:30

「ミニミニツリー」
10月27日（土） 親子で自然と親しむ
13:30～15:00

エコハウススタッフ

無料

ありません

50名

馬場 雅彦さん

無料

ありません

15組

☆これからの季節に！

☆森の素材を活用して、楽しく遊び
ます。親子でご参加ください。

（エコハウスサポーター）

体験館で深まる秋を感じよう
日時
プログラム名
講師
11月3日（土） NEW 科学教室 in エコハウス 岩本 英男さん
（赤穂高校教諭）
10:30～12:00 「ニンジン大爆発」
「ペットボトルで金魚釣り」

参加費
無料

持ち物

定員
500ｍｌペッ 20名
トボトル空容
器１本

☆楽しそう～！

11月3日（土）
13:30～15:30

バードコールを作ろう！
自然素材のバードコール。
本物の鳥がお返事してくれ
るかも。

11月4日（日）

日本ミツバチの巣箱作りと
10:00～15:00 生態講座

NPO法人
ひょうご里山11

200円

本田 三郎さん

1,000円

ありません

20名

（エコハウスサポーター）

＜持ち物＞ 弁当、飲料、インパクトドライバー

☆市販では8000円相当の巣箱ですが、ミツバチ環境保全のため、
講師所属のＮＰＯ法人はりま田舎暮らしの会より材料費の提供
を受け実施しています。
これは値打ちです！

11月10日（土）

植物の作る炭水化物や
13:30～15:30 タン白質を調べてみよう

または 電動ドライバードリル、○
＋ 2のビット

NPO人と化学
をむすぶ会

☆本格的化学実験☆

11月11日（日） NEW 科学教室 in エコハウス
10:30～12:00 「くるくるジャイロ」
「紙トンボ」

20名

300円

ありません

15名

無料

ありません

20名

HP

山根 一郎さん
（赤穂高校教諭）

☆動きがある～！

11月17日（土） 10:00～16:00 エコ文化祭

プレイベント

11月18日（日） 10:00～16:00 エコ文化祭
11月24日（土） クリスマスリース作り
13:30～15:30

人気講座！かわいいリースでクリ
スマスムードを盛り上げましょう！

※詳細は下記をご参照ください。
梶本 静香さん
（エコハウスサポーター）

800円

ありません

30名

11月17日（土）10:00～16:00
・わんぱく広場 終日 「エコハウスサポーターの活動紹介パネル展示」
・地球工房 13:00～15:00「親子で工作体験コーナー」
☆まが玉つくり（300円）☆木工自由工作（無料）
☆楽しく遊べるものつくり（無料）
※事前予約不要
11月1８日（日）10:00～16:00
散策路 体験館駐車場から、ガイドと共に歩く
①10:00 出発 ②11:00 出発
※体験館への道中、自然観察等を実施。
事前予約不要。

わんぱく広場 10:00～12:30
「親子で工作体験コーナー」
・まが玉、木工、楽しいエコ工作等
事前予約不要。

地球工房外テント 11:00～16:00 金出地ふれあい直売所による地元産野菜の直売
「野菜直売コーナー」
☆ぜひ、お立寄りください。焼き芋コーナーもあります！
地球工房 11:00～12:30 （受付10/18～）
「米粉のシフォンケーキ」
講師 小山手のり子さん（エコハウスサポーター）
100 円（１本）、定員 30 名
※予約制。牛乳パック空容器１個ご持参ください。
☆エコカフェ（無料）も午後よりオープン☆

シアター ステージ部門
13:30～14:00
・県立こどもの館「人形劇」
14:00～15:00
・防災士、シンガーソングライター
石田裕之氏によるステージ

ひょうご環境体験館

Xmas特別企画

環 境 映 画 大 会 【入場無料】

(C)2014 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved

日 時 ： 12月 23日 （ 日 ） 13:00～ 15:00
場 所：ひょうご環境体験館 シアター
定 員 ： 50名
申込先：ひょうご環境体験館
受 付 ： 10月 2日 （ 火 ） 9:00～
神秘の森を舞台に平凡な少女と小さな人たちが繰り広げる冒険アニメ映画。
少女が森の女王と出会ったことから、自然あふれる森を守るべく仲間と共に
戦う姿を活写。CGを駆使して描かれる美しい自然、友情、父娘の絆が胸に迫
る作品です。

☆多くの方のご来館をお待ちいたしております☆

寒い時期も体験館で楽しく過ごそう！
～12 月は温暖化防止月間です～
日時
プログラム名
講師
参加費
持ち物
12月1日（土） 地球温暖化実験
目玉展示物
無料
ありません
二酸化炭素の性質を知る：装置を使っ グループ
13:30～15:00
12月8日（土）

て比較する等体験型の実験です。

（エコハウスサポーター）

エコなオリジナル
「オルゴナイト」

三木 沙耶子

定員
30名

300円

ありません

20名

NPO法人
ひょうご里山11

無料

ありません

20名

12月16日（日） 折り紙でつくる
13:30～15:00 クリスマスツリー

水本 和子さん

無料

ありません

20名

12月22日（土） 偏光板で
13:30～14:30 万華鏡を作ろう！

上端 勇介さん

200円

ありません

30名

13:30～15:00

（エコハウススタッフ）

☆人気のレジン工作に
挑戦！素敵な作品で冬
のシーンを彩りましょう！

※イメージ

12月15日（土） 野鳥に親しもう！
10:00～12:00

☆体験館周辺にも、色んな野鳥がい
ます。

（ 折 り 紙 講 師 ）

（赤穂高校教諭）

☆詳しいお話もあり！

12月23日（日） Ｘ ‘ mas特 別 企 画
13:00～15:00

☆ 環 境 映 画 「メアリーと秘密の王国」☆

※前ぺージご参照ください。【受付開始10/2（火）9:00～】
12月24日（月・祝） ソルトアート＆塩ランタン
赤穂高校定時制 600円 ありません 30名
13:30～15:00 ☆クリスマスにピッタリな幻想的で
生徒会
素敵な作品！

ひょうご環境体験館へのアクセス
【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

HP

※作品２個セットお持ち帰りいただけます。
taikenkan@eco-hyogo.jp
http://www.eco-hyogo.jp/taikenkan/

【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。
・プログラム中に撮影した写真をＨＰや Facebook、館内の掲示等に掲載
させていただく場合があります。
・自 動 販 売 機 が設置されました。ご活用ください。
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
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☆facebook も随時更新！ぜひご覧ください！！☆

平成 30 年 10 月発行

