
「かんきょうひろば（岡山県）」が主催する、みんなで学ぶ参加体験型のエコ講座です!（産業廃棄物処理税活用事業） 

10/10（土）10:30～12:00 （土）15:00～16:3010/10 （土）10:30～11:3010/17 （土）14:30～16:3010/17

（土）11:00～12:3010/24 （土）     13:00～16:0010/31 （土）14:30～17:3010/31 （土）9:30～11:0011/7

（土）      14:30～16:0011/7 （土）・10:30～12:00
・14:30～16:0011/14 （土）    10:00～13:0011/28

（土）14:30～17:0012/5 （土）12/12

牛乳パックがカメラに変身 !
エコカメラ作り

新見の間伐材で作る！
スプーン作り♪

あまった布が大変身 !
ぬのぞうりづくり電一郎先生のふしぎ電気実験教室

電一郎先生のふしぎ電気実験教室
イルミネーションツリーづくり

自然保護センター散策ツアー

世界に一つだけの
こけ玉作り体験

食べ物救出
大作戦！

プラスチックごみはどこへ

傘でエコバッグ作り

お天気実験教室♪
～秋の雲観察編～

海の生き物調べ隊 in渋川海岸

牛乳パックであなただけの
オリジナルなエコ・カメラを
作って、すてきな思い出を
残そう!!
[定員] 5名  [対象] 小学生以上(保護者同伴)
[場所] アスエコ  [参加費] 300円
[準備物] つぶしていない1Lの牛乳パック、
はさみ、セロテープ、鉛筆、消しゴム
●協力…岡山自然体験リーダーズクラブ

日本では、まだ食べら
れるのに捨てられる
食品がたくさん！
もったいない？みんな
で救出しよう！ 

●協力…おかやまエコマインドネットワーク

[定員] 5名  [対象] 小学生以上(保護者同伴)
[場所] アスエコ

気象予報士の方たちと
ペットボトルで雲を
作ったり、秋の空を
観察したりしてみよう！

[定員] 5名
[対象] 小学3年生以上(保護者同伴)
[場所] アスエコ  [参加費] 100円
●協力…日本気象予報士会岡山支部

[定員] 5名  [対象]小学生以上(保護者同伴)
[場所] アスエコ
[準備物] 手をふくタオル、持ち帰り用の袋
●協力…藤クリーン(株)

建築現場から出る廃棄物の
古畳や土をリサイクルした
エコ材料で、オリジナル
こけ玉を作って育てよう！

アスエコサタデー

アスエコサタデー

アスエコサタデー

アスエコサタデー

アスエコサタデー

アスエコサタデー

10月21日はエジソン
が白熱電球を発明し
た記念日「あかりの
日」！一緒に電球の実
験を楽しみましょう。
[定 員] 5組10名
[対 象] 小学3年生以上と保護者のペア
[場 所] アスエコ

自然がいっぱいの自然保護
センターの水辺を散策して
生き物をたくさんみつけよう！

[定員] 30名 
[対象] 小学生以上と保護者 

[集合場所] 岡山県自然保護センター駐車場 [参加費]100円 
[準備物] 濡れてもよい動きやすい服装、着替え、タオル、飲物等
※事前案内をお送りします　

※申込者以外は参加できません

●協力…岡山県自然保護センター 

ご家庭で眠っている布
が大変身！ふわふわで
心地よい履き心地♪

[定員] 5名 
[対象] 小学4年生以上(保護者同伴)
[場所] アスエコ　[参加費]100円
[準備物] 布、ものさし（30センチ）、はさみ、
洗濯バサミ2個、箸1本、裁縫セット、エプロン
※事前案内をお送りします

●協力…藤クリーン(株)

[定員] 各回5名
[対象] 小学生以上
　　　　(保護者同伴)
[参加費] 250円  [場所] アスエコ

LEDを使ったクリスマス
ツリーを作ってLEDの
ふしぎを体感しよう♪

いらなくなった傘から、
オリジナルのエコバッグ
を作りましょう★お買い
物の時に使ってね！

[定員] 5名　[対象] 小学生以上(保護者同伴)
[場所] アスエコ　[参加費] 200 円
[準備物] 布生地の傘(ビニール生地は不可)、裁縫セット
※事前案内をお送りします　※ミシンを使用します

[定員] 20名
[対象] 小学生以上と保護者 ※申込者以外は参加できません
[集合場所] 藤クリーン株式会社(岡山市南区藤田1664-8)
※事前案内をお送りします●協力…おかやまエコマインドネットワーク

●協力…渋川マリン水族館

[定員] 5名
[対象] 小学生以上(保護者同伴)
[場所] アスエコ

※申込者以外は参加できません

カニやエビ、貝などの
海の生き物を調べて、
瀬戸内海を学ぼう！
渋川マリン水族館へも
入館するよ☆
[定員] 20名  [対象] 小学生以上と保護者

[集合場所] 渋川海岸、渋川マリン水族館
[参加費]500円  ※入館料が別途必要です。
※事前案内をお送りします

New!

レジ袋どうしてる？
とても便利だけど・・・。
プラスチックについて
考えてみよう！

暮らしの中に、もっと木を！
コーヒータイムに自分で作った
スプーンを使ってみない？新見
の間伐材でスプーンを作るよ！

[定員] 各回5名　[対象] 小学4年生以上(保護者同伴)
[場所] アスエコ

New!

私たちが暮らす住宅やビルが、どの
ように処理され資源化されているか、
エコ博士と一緒に、建物のリサイクル
施設を見学しながら勉強しましょう！
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パシャッ★ アスエコ特製
認定証もらえる★

アスエコ特製
認定証もらえる★
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イベント中止・
開催に関するご案内

●各イベントは、新型コロナウイルスの感染状況により中止となる
　可能性があります。詳細はアスエコHPでご案内します。

昔の電球と今の電球昔の電球と今の電球

エコ博士と一緒に学ぶ、
建物のリサイクル施設見学会建物のリサイクル施設見学会

・11:00～12:30
・14:30～16:00

※wordpress@earth-keeper-okayama.jpからのメールを受け取れるようご設定ください。

～水の中の生き物とお友達になろう～～水の中の生き物とお友達になろう～

後援:岡山市、岡山市教育委員会

●小学生の場合、イベント中は保護者の方の付き添いを必ずお願いします。●複数でお申込みの場合は、
④について参加者全員（同一世帯のみ）のものを記入して下さい。●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。●イベントの記録写真は広報活動等に使用します。

【個人情報の取り扱いについて 】皆様からご提供いただいた個人情報については、イベントの情報提供及び当団からのご案内に利用いたします。万一、当該目的以外の目的で利用する場合や、利用目的そのものを変更する場合は、
　　　　　　　　　　　　　　   必ず事前に皆様にお知らせいたします。また、利用目的に照らして不要となった個人情報については、速やかに且つ適正に削除・廃棄いたします。

※上記ドメインから、
　メールを受け取れるようご設定ください。

@kankyo.or.jp ①希望イベント名　②日時　③住所　④参加者
全員の氏名・フリガナ（児童は年齢と学年も）　
⑤電話番号　⑥アースキーパー会員番号　

①～⑥をご記入の上お送りください。
はがき1枚につき1イベントまでお申込みいただけます。二次元コードか検索でアクセス！

9/22（火）必着応募締切お申込み方法

アスエコ
抽選結果は
メールで配信

往復はがきで申し込むWEBで申し込む

環境学習センター「アスエコ」では、アースキーパーメンバーシップ会員を対象とした
体験型プログラムを企画しています。見て、感じて、気づいて、行動に移すきっかけに
なることを目指しています。　※参加費の表記がないものは、全て無料イベントです。
　

アースキーパーメンバーシップ

登録
無料

二次元コード or
検索して今すぐ
会員登録(無料)!

アースキーパー会員
にご登録の上、各種イ
ベントにお申込みくだ
さい♪

イベントの参加には

会員登録が
必要です！ TEL：086-224-7272

FAX：086-224-7273
【開館時間】10：00〜18：00（13：00～14：00は昼休み）

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」
〒 700 -0907 岡山市北区下石井2丁目2-10

【休 館 日】日曜・祝日・年末年始 
　　　　　　 ※9/19(土)、11/21(土)、12/19(土)、
　　　　　　　   12/26(土)も休館

メルパルク
イオンモール

IPU

当落通知日は
アスエコHPで

お知らせします

　　　　    　  のイベントは保護者の方にも参加していただくイベントです。
参加者氏名欄に保護者名もご記入ください。
　　　　    　  のイベントは保護者の方にも参加していただくイベントです。
参加者氏名欄に保護者名もご記入ください。
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