
木の実など自然に
ある物を使って人
気のスワッグを作り
ます。自然素材を
使ったスワッグでお
うち時間を楽しみま
せんか。

[定員] 各回5名
[対象] 小学生以上（保護者同伴）
[場所] アスエコ
[参加費] 100円
[準備物] たまねぎの皮（2個分）
　　　     エプロン（汚れても良い服）　

いつもは捨ててしまうた
まねぎの皮が大活躍！
オリジナルの黄色いハ
ンカチを作ろう。模様を
つけることができるので
いろいろなアイデアを考
えてきてね♪

幸せの黄色いハンカチ作り

���� [土]

[定員] 5名
[対象] 小学生以上（保護者同伴）
[集合場所] アスエコ
[参加費] 500円

牛乳パックがカメラに変身！
エコカメラ作り

[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] 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
[参加費] 300円

・14:30～15:30
・11:30～12:30��� [土]

[定員] 各回5名  
[対象] 小学生以上推奨
　　    (保護者同伴）
[場所] アスエコ 
[準備物] 布（綿100%）
※35㎝×25㎝程度、布団シーツなど少し厚めの布が好ましい
[参加費] 300円

消しゴムハンコを使って
自分だけのランチョン
マットを作ろう♪アウトド
アでのお皿代わりや食べ
物の持ち運びにも使えて
便利ですよ！

消しゴムハンコでオシャレに！
みつろうランチョンマット作り

10:30～11:30��� [土]

New!New!
New!
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10:30～11:30���� [土]

ペットボトルで作る
ペンケース作り

[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] 100円

使い終わったペットボトルが「ペン
ケース」に大変身！世界に一つだけの
ペンケースを作りましょう♪

10:30～12:00���� [土]

かっこいい忍者に変身し
よう！忍術を学ぶととも
に、公園の自然を探そう♪

ニン！ニン！！
マチナカ忍者道場～春ノ巻～

[定員] 10名  
[対象] 小学生（保護者同伴）
[場所] 下石井公園、西川緑道公園 
[準備物] 風呂敷サイズの布（忍者変身に使用）、 飲み物
[参加費] 100円

10:00～12:00���� [土]

気象予報士の方によるお天気のふしぎ
実験と楽しいお話♪雲を作ったり、雨の
仕組みを知ったりしながら、参加者に
は、アスエコ特製の認定証を差し上げ
ます。
[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] 100円

お天気実験教室♪ 春編

エコカメラ

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！！

���� [土]

まつぼっくりとドングリ
で始めるネイチャー
クラフトの世界

木の実で工作♪

[定員] 各回5名 
[対象] 小学3年生以上
　　　（保護者同伴）
[場所] アスエコ
[準備物] 作品を持ち帰るための牛乳パック

木を削ってかわいい鳥のブローチを作ってみ
ましょう！今回は「ルリビタキ」をつくります☆

[定員] 各回5名 
[対象] 小学生以上
 　　　（保護者同伴）
[場所] アスエコ
[参加費] 500円

世界でひとつ！ 「野鳥のブローチ作り」
用水路のなかに入って、魚捕りを楽し
もう♪どんなお魚がすんでいるのか
な？！

お魚調査隊in西川緑道公園

[定員] 10名 
[対象] 小学生 
　　　(保護者同伴)
[場所] 下田町公園
[参加費] 500円 
※事前案内をお送りします。

10:00～12:00���� [土]

���� [土] 10:30～11:30
自然にある物を使って
スワッグを作ってみよう！

アスエコ企画展

①

⑤

⑩⑨

⑥ ⑦ ⑧

② ③ ④

光のふしぎを体験して七色に光る家を
作ろう！

[定員] 各回5名 
[対象] 小学生以上
　　　（保護者同伴）
[集合場所] アスエコ
[参加費] 300円

電一郎先生のふしぎ電気実験教室
夢のレインボーハウスづくり

●協力：自然体験リーダーズクラブ●協力：自然体験リーダーズクラブ

●協力： 日本気象予報士会 岡山支部 ●協力： 岡山バードカービングクラブ ●協力：自然体験リーダーズクラブ
※事前案内をお送りします

●協力：岡山淡水魚研究会

・10:30～12:30
・14:30～16:30

・10:30～12:00
・14:30～16:00

���� [土]⑪ ・10:30～12:30
・14:30～16:30

・11:00～12:30
・14:30～16:00

New! New!

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★

バード
カービング&
野鳥の絵画展

10：00～18：00
����月�～�����土�

（13：00～14：00は昼休み）

期 

間

入館
無料

休館日/日曜日、祝日
↓詳しい休館日の情報はこちら↓

http://www.kankyo.or.jp/asueco/calendar/
野鳥についてもっと知ろう！

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。

詳しくはうら面を
ご覧ください♪

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（児童は年齢と新学年も）
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！

3/21（日）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

当落通知日は
アスエコHPで

お知らせします

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！

※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。

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  ↓臨時休館はこちら↓
                                 http://www.kankyo.or.jp/asueco/calendar/ 

メルパルク
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スペシャル
イベントのの
スペシャル
イベント



見て、感じて、気づいて
行動してもらうきっかけと

なることを目指しています！

ア ス エ コ は、環 境 の 大 切 さ を
知るために子どもから大人まで
楽しく学べる環境学習施設です。

・バードカービング作品
・野鳥絵画　など

展示内容

アースキーパーメンバーシップとは？
地球温暖化防止のために、地球にやさしい生
活に取組む人たちを、地球（アース）を守る人
（キーパー）として会員登録する制度です。
二次元コードを読み取って今すぐ会員登録をしよう！（無料）

検索アースキーパーメンバーシップ

無 料

・野鳥のぬり絵
・鳥クイズ

・小鳥をつくろう
※アースキーパーメンバーシップ会員限定

体験コーナー

※展示作品は未定です。使用しているカービングの
　写真と絵画は過去にアスエコで展示したものです。

岡山バードカービングクラブ /岡山動物画の会　越山洋三氏展示協力

アスエコにご来館のみなさまへ
新型コロナウイルス対策にご協力お願いいたします。

マスクの着用 間隔を空ける 検温の実施手指の消毒

【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
[ 休館日 ] 日曜、祝日、休館カレンダーはこちら↓
　　　　　http://www.kankyo.or.jp/asueco/

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

バードカービング

野鳥の絵画展
＆

バードカービング

野鳥の絵画展
＆

バードカービング

野鳥の絵画展
＆

4/5
14:00~

5/29
開館時間　10：00-18：00 （13：00-14：00 は昼休み）
休館日　　日曜日・祝日 ※その他の休館日については

　アスエコ HP をご確認ください。

羊毛でちくちく！かわいい！


