
環境学習センター「アスエコ」では、一般と親子を対象とした体験型プログラムを企画しました。
見て、感じて、気づいて、行動に移すきっかけとなることを目指しています。

後援：岡山市、岡山市教育委員会

受付開始日  3月23日（月）１０：００～

イベントご参加の注意事項

□ お子様には、保護者の方の付き添いを必ずお願いします。

□ イベントはアースキーパー会員を対象としています。

□ 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。

申し込みの前に必ずご確認ください
スペシャルイベントは岡山県内で環境を守る取り組みに参加してい
ただいている｢アースキーパー会員｣を対象とし、会員以外の方につ
いては、当日までに会員登録していただければご参加いただけます。

詳しくはコチラを check！ http://www.kankyo.or.jp

□ キャンセル待ちを含め、お一人様２イベントまで
　  お申込みいただけます。
　 

お申込みはお電話で！
先着順ですのでお申込みはお早めに086-224-7272

【お問合せ】

公益財団法人 岡山県環境保全事業団
環境学習センター｢アスエコ｣

[ 開館時間 ] 午前１０時～午後６時※午後１～２時は昼休みとなります
[ 休館日 ] 日曜、祝日､4/4(土 )、5/2(土 )

〒700-0907 岡山市北区下石井 2-2-10
TEL：086-224-7272　FAX：086-224-7273

アスエコ　ブログ で

ブログ
更新中

http://blog.canpan.info/asueco_blog/検索

2015

アスエコでの出来事や最新情報などスタッフが日々綴っています♪

協力 : 岡山バード
　　   カービングクラブ

(土)

小枝がフクロウに大変身♪

小枝クラフト教室
①11:00 ～12:30/②14:00 ～15:30

小枝を上手に組み合わせて
かわいいフクロウを
作ってみよう！

参加費
￥300

5/9
(土)

みんなで育てよう

緑のカーテン講座
11:30～12:30/ 場所: 環境学習センター｢アスエコ｣

11:00～12:30/ 場所: 環境学習センター｢アスエコ｣ 10:30～12:30/ 場所: 環境学習センター｢アスエコ｣ 10:30～12:00/ 場所: 環境学習センター｢アスエコ｣

場所: 環境学習センター｢アスエコ｣

場所:環境学習センター｢アスエコ｣

10:30～12:30/

9:00～16:00/

暑い夏を快適にする｢緑のカーテン｣
について分かりやすく解説します。
参加者にはゴーヤの種または苗を
プレゼント！

参加費
￥100

5/30
(土)

太陽の力ってすご～い !!

ソーラークッキング

太陽のエネルギーだけを
使って、料理にチャレンジ！
太陽の力を体験しよう。

参加費
￥200

準備物 双眼鏡､図鑑､筆記用具､帽子

準備物 マスク

準備物 色鉛筆 (24 色)､消しゴム､鉛筆削り

※事前にご案内をお送りします

協力 : 日本野鳥の会  岡山県支部

協力 : 岡山淡水魚研究会

4/184/11
(土)

in 後楽園
バードウォッチング

市街地周辺に住む野鳥たちに
とってのオアシス｢後楽園｣へ
野鳥を探しに出かけよう！

参加費
￥500

※事前にご案内を
　お送りします

大人気イベント !!
用水路の中に入って魚捕りを
楽しもう♪プロによる
お魚解説もあるよ !!

※事前にご案内を
　お送りします

※保護者の方の同伴が必要です

※雨天の場合は中止となります ※綿が舞いやすいので、よごれても良い服装や
　アレルギー対策をお願いします

5/16
(土)

in 西川緑道公園
お魚調査隊
10:00～12:00/  

参加費
￥500

6/6
(土)

綿で作ってみよう☆

お花のブローチ作り

天然素材の綿を使って、
かわいらしい
お花のブローチを
作ろう♪

参加費
￥300

4/25
(土)

色鉛筆で描こう！

野鳥の絵画教室

かわいい野鳥を色鉛筆で描いてみませんか？
プロの画家が初心者でも分かりやすく
教えます♪

参加費
￥500

5/23
(土)

岡山県自然保護センター
バスツアー

自然いっぱいの
自然保護センターへ
出かけませんか？
草花や鳥たちと
大自然を満喫しよう！

参加費
￥500

協力 : 岡山理科大学

6/13
(土)

大学生が教える！

わくわく実験教室

岡山理科大学のみなさんと
エコのことについて、
実験をしながら楽しく学ぼう!!

参加費
￥100

身近なことから自分が

取り組む目標を選び、

一緒に実践しましょう！

春のスペシャルイベント春のスペシャルイベント

対象 : 一般､親子(　　　)
定員 : 15 名

小学 4 年生
以上を推奨対象 : 一般､親子(　　　)/ 定員 : 30 名小学生以上

対象 : 一般､親子(　　　)/ 定員 : 20 名小学生以上

対象 : 一般､親子(　　　)/ 定員 : ７組小学生以上

対象 : 一般､親子
                  (　　　)
定員 : 10 名

小学生以上

対象 : 一般､親子(　　　)/ 定員 : 15 名小学生以上

対象 : 一般､親子(　　　)/ 定員 : 40 名小学生以上対象 : 子ども (　　　)/ 定員 : 30 名小学生以上

対象 : 一般､親子(　　　)/ 定員 : 各15 名小学生以上

10:00～12:00/

10:30～12:00/ 場所: 環境学習センター｢アスエコ｣ 10:30～12:00/ 場所: 環境学習センター｢アスエコ｣

協力 : みずしま財団

※「フードマイレージ」とは、食べ物の生産地から
消費される食卓までの輸送に要した｢距離×重さ｣
を表したものです。

20
(土)

フードマイレージ
買い物ゲーム

フードマイレージをゲームで
楽しく学び、環境にやさしい
暮らし方を考えてみませんか。

参加費
￥100 6/27

(土)

素敵なキャンドルを作ろう

廃油キャンドル作り

廃油が素敵なキャンドルに
大変身 !! 自分で作った
キャンドルの灯かりの中で
ゆったりと過ごしてみませんか。

参加費
￥100

対象 : 一般､親子(　　　)/ 定員 : 15 名小学生以上 対象 : 一般､親子(　　　)/ 定員 : 20 名小学生以上

イラスト提供
NPO緑のカーテン応援団

参加費 : 無料
定員 : 各20名
対象：一般・親子（小学生以上）

コーヒーやお茶を飲みながら
楽しく環境のお話が聞ける
イベントです！

14：00～15：00
4/25（土）

講師 野生動物画家
越山 洋三 さん

野鳥の魅力 マダガスカル編
野生生物調査のエキスパート、
越山さんが見て感じたマダガスカルの
野鳥の魅力をお話しします。

14：00～15：00
5/9（土）

講師 岡山県自然保護センター
山田 哲弘 さん

生きものいっぱい！岡山県自然保護センター
てっちゃん先生が働いている
センターのすごいところや｢もんげ～｣
生きもののお話です♪

15：00～16：00
6/27（土）

講師 株式会社トンボ
小桐 登 さん

制服の3R のお話＆マイ箸袋作り体験
制服の残り布を使った 3R の
お話を聞きます。
しかもマイ箸袋作りもできちゃう！

場所: 環境学習センター｢アスエコ｣場所 : 後楽園 (岡山市北区後楽園 )

場所 : 大供三股用水 ( 岡山市北区柳町 ) 行き先 :

6/

岡山県自然保護センター
( 和気町 )

イベント以外にも

楽しい企画を用意してるよ！

アスエコに
遊びに来てね★

※スペシャルイベントにすでに２つ申し込まれた方でもご参加いただけます

エジソン　の電球実験
みぢかにある
エネルギーを体験しよう!!

参加費
無料

15:00～16:00/ 場所: 環境学習センター｢アスエコ｣

電気のふしぎを体験しよう！
｢かんきょうひろば(岡山県)｣が主催する子どもも大人も
みんなで学ぶ参加体験型のエコ講座です！

テーマ 「エネルギー」( 産業廃棄物処理税活用事業 )

アスエコサタデーアスエコサタデー ※スペシャルイベントにすでに
　２つ申し込まれた方でもご参加
　いただけます

毎月開催！
めざせ！エコ博士

※スペシャルイベントにすでに
　２つ申し込まれた方でもご参加
　いただけます

毎月開催！
めざせ！エコ博士

電一郎先生の
　　　ふしぎ電気実験教室

参加費
無料

15:00～16:30/ 場所: 環境学習センター｢アスエコ｣

対象 : 親子 (　　　　)/ 定員 : 20 名小学生以上対象 : 子ども(　　　      　 )/ 定員 : 10 名小学 4 年生限定

みぢかにあるエネルギーを体験し、
今環境についてできることを考えよう!!

5/23
(土)

6/20
(土)

※保護者の方の同伴が必要です ※保護者の方の同伴が必要です

大学生が教える！


