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講師派遣に関しましては必要ありません。講座に必要な資材、材料などは申
込者のご負担になります。

鯖江市環境教育支援センター（エコネットさばえ）
〒916-0033　福井県鯖江市中野町73-11
TEL 0778-52-0050　FAX 0778-52-0909　E-Mail econet@ecoplaza-sabae.jp
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生ゴミや資源物から学ぼう21
Facebook でイベント情報発信中！
【特定非営利活動法人エコプラザさばえ】
に、いいね！をおねがいします！ 

〒916-0033   福井県鯖江市中野町73-11
　

　TEL 0778(52)0050　FAX 0778(52)0909
E-Mail  econet@ecoplaza-sabae.jp 
http://ecoplaza-sabae.jp/econet/

【お問合せ先】

ＪＡ

中河小学校

ＧＳ

至福井

至越前

至河和田

指定管理者　        特定非営利活動法人 

鯖江市環境教育支援センター

エコプラザさばえ

環境学習メニュー　早見表

1 観察しよう！野鳥教室

野鳥はどこにいて、どんな声で鳴くかな？

鯖江に生息している野鳥について学習します。
屋外で双眼鏡を使ったり、鳴き声を聞いたりし
て野鳥を探索し、どんな鳥なのか調べます。

受講対象◇1年～
所要時間◇45分～
場所◇西山公園、
　　　河和田地区など
料金◇無料（環境アドバイザー派遣）
定員◇～30人
時期◇要相談

2
生き物たくさん！
ビオトープで自然観察

植物や動物の宝庫ビオトープ、何種類いるのかな？

様々な生き物や植物のすみかビオトープを探索
します。図鑑を使ったり、ゲーム形式で楽しみ
ながら行う観察は深い体験となることでしょう
。生態系を考えるきっかけになります。

受講対象◇1年～
所要時間◇45分～
場所◇中河保育園前ビオトープ
　　　など
料金◇無料（環境アドバイザー派遣）
定員◇～30人
時期◇要相談

4 お水で発電！？小水力発電

水の落ちる力をエネルギーの変えよう！

2リットルのペットボトルを利用して、手持ちの
小水力発電機を作ります。工作が終われば実際
に体験です、水を勢いよくそそぐとプリペラが
回ってＬＥＤのライトに明りが灯ります。

受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇図工室、体験教室など
料金◇800円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

6 木のコースターにお絵かきしよう

身近な自然を遊びの素材にしよう！

輪切りにした木の板を、やすったり・色を塗っ
たりしてオリジナルのコースターを作ります。
出来あがったコースターは、使ったり、プレゼ
ントするのにもばっちりです。

受講対象◇1年～
所要時間◇45分～
場所◇教室、図工室、体験教室
　　　など
料金◇100円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

3
水辺で発見！
みじかな水生生物！

あんなところにも、いきものは潜んでいます！

田んぼの近くの水路、小さな川に潜む水生生物
を採取して観察します。自分の生活の身のまわ
り観察してみるとたくさんの生き物が潜んでい
るのがわかります。

受講対象◇1年～
所要時間◇45分～
場所◇水路、小川、田んぼなど
料金◇無料（環境アドバイザー派遣）
定員◇～30人
時期◇春～夏

5 お米の恵みでつくる、わら細工

稲を捨てることなく味わい尽くそう！

収穫した後にでる稲わらを使ってわら細工を作
ります。専用の織り機で稲をおっていけば特製
の壁掛けタペストリーが出来ます。縄ない（ロ
ープ作り）も面白いですよ。

受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇図工室、体験教室など
料金◇500円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

7
木育つみき広場
木を五感で楽しもう！

楽しみ方は無限大！楽しく学べる木育教室

河和田杉の間伐材で作られたつみきで木育体験
をします。つみきの匂い・手触り・音を味わう
ように楽しむことが気づきや学びに繋がります
。鯖江の自然のお話も一緒に行います。

受講対象◇1年～
所要時間◇45分～
場所◇教室（広い場所）など
料金◇100円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

8 廃油ロウソクづくり

捨てるものを再利用しよう！

天ぷらの油などを再利用してロウソクを作りま
す。欠けてしまったクレヨンを混ぜるとカラフ
ルな色がついて見た目もきれいになります。自
分で出来るリサイクルを実践します。

受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇理科室など
料金◇300円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

9

10 紙すきでハガキづくり

牛乳パックをリサイクル！ハガキに変身！

砕いた牛乳パックの繊維を素材として紙すきを
行い、自作のハガキを作ります。出来上がった
ハガキは実際に郵便にも使えます。再利用する
ことの大変さもわかります。

受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇理科室など（水道、洗い
　　　場があるところ）
料金◇300円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

12 新聞紙バッグづくり

古新聞で工作！資源を有効利用しよう！

新聞紙を折ったりのりでくっつけたりしてバッ
グをつくります。軽いし、柄も可愛いし、きち
んと作ると丈夫に出来ます。少しの手間と知恵
でできる、エコでオシャレなバッグです。

かわいいリースを、自然の中で拾った物や、捨
てられてしまう物を再利用してつくります。リ
ースづくりを通して、自然にある物の活用や、
捨てる物のリユースやリサイクルを学びます。

受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇教室、図工室、体験教室
　　　など
料金◇100円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

14 ネイチャークラフト

自然の素材で物づくり！

山や森、公園や神社など、自然や木がたくさん
あるところで拾ってきた素材を使ってオリジナ
ルの作品をつくります。草木、花、どんぐり、
木の枝などを組み合わせて楽しみましょう。

受講対象◇1年～
所要時間◇45分～
場所◇教室、図工室、体験教室
　　　など
料金◇300円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

11 新聞紙エンピツづくり

古新聞で工作！資源を有効利用しよう！

新聞紙をクルクル芯に巻きつけてエンピツをつ
くります。出来た物に包装紙等を巻きつけ可愛
いくすることも出来ます。必要なのは新聞紙・
芯・のりだけなので安心して作れます。

受講対象◇1年～
所要時間◇45分～
場所◇教室、図工室、体験教室
　　　など
料金◇100円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

13 リサイクルリースづくり

自然の素材や捨てる物をリサイクルしてつくろう！

15 杉の間伐材で箸づくり

大工さんの道具・カンナを使って箸づくり！

間伐材の杉を材料を、カンナでけずって作りま
す。ヤスリで磨いて使いやすくしたら自分の箸
の完成です。間伐材の使い方や問題などを合わ
せてお伝えします。

受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇図工室、体験教室など
料金◇100円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

16 間伐材でプランター/巣箱づくり

ハンマーとクギを使って組み立てる！

間伐材の杉の板を組み立ててプランター/巣箱を
作ります。ハンマーとクギを使って作るので図
工の感覚で楽しみながら木にふれる事が出来ま
す。

受講対象◇4年～
所要時間◇45分～
場所◇図工室、体験教室など
料金◇プランター：500円/1人
　　　巣箱：800円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

廃油石けんづくり

捨てるものを再利用しよう！

天ぷらの油などを再利用して、苛性ソーダと混
ぜて石けんを作ります。廃油が石けんとしてリ
サイクルされる瞬間を一緒に味わいましょう。

受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇理科室など
料金◇300円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

17

18 自然の材料で楽器づくり

木の枝や、飲物のふたの王冠などを組み合わせ
て、ふると「シャカシャカ」なるシェイカーと
いう楽器をつくります。出来た楽器で実際に演
奏もします。

ハンマーで木の板などにクギを打って、使い方
を習得します。鯖江のモノづくりや環境の話を
一緒にしますので、図工と他の学びがつながる
体験になります。

受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇図工室、体験教室など
料金◇300円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

20 ＤＩＹノートづくり
DIYとは「do it yourself」の略で「自身でやろう」という意味です

自然の材料とリサイクルで創作楽器づくり！

いらない紙・包み紙・ハギレの布で自分だけの
ノートを作ろう。出来たノートにメッセージを
書けばプレゼントにも最適です。買うだけじゃ
なく自分で作るという選択肢を作りましょう。

ダンボールコンポストで生ごみの堆肥化を実践
したり、ゲームを形式で資源物の分別について
学びます。生ごみの減量や、家庭のゴミ捨てで
活躍できるようになります。

受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇図工室、体験教室など
料金◇300円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

19 クギ打ち体験

モノづくりや漆器の文化も一緒に知ろう 受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇図工室、体験教室など
料金◇300円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

21 生ゴミや資源物から学ぼう

ダンボールコンポストや分別ゲームにチャレンジ 受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇教室など
料金◇無料（環境アドバイザー派遣）
定員◇～30人
時期◇通年

昔遊び 竹の水鉄砲づくり

昔ながらの遊び道具で自然のつながりを知ろう！

竹を使った水鉄砲をつくります。遠くまで水が
飛ぶように調整や、自分の物とわかるようにお
絵かきします。あわせて、竹の問題や、竹と生
活の関係などお話します。

受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇図工室、体験教室など
料金◇400円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

すてる紙やハギレの布を再利用しよう！

生物

生物を対象とし探索
、調査、観察などを
行います

自然

自然との繋がりを説
明したり、フィール
ドとして活動します

循環

３Ｒ(ﾘﾃﾞｭｰｽ、ﾘﾕｰｽ
、ﾘｻｲｸﾙ)を説明した
り実際に行います

体験

フィールドで活動し
たり、工作した物を
活用します

工作

講座内容に沿った物
をつくります、出来
た物は持ち帰れます

補足

講座は、上記以外に
も様々な要素が含ま
れております。要望
がありましたらご相
談ください。

環 境 学 習 申 込 方 法

手続き
の流れ

申込書
提出先

費用等

環境体験学習申込書に必要事項を記入後、
エコネットさばえへＦＡＸ・メールにて提出。
（講師・日程調整・材料の準備などの関係から、ご検討の段階で相談いただ
けますと助かります。）
　↓
事前打合せ
　↓
環境学習講座開催
（後日、報告書・アンケートの提出をお願いする事があります。）

受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇教室、図工室、体験教室
　　　など
料金◇300円/1人
定員◇～30人
時期◇通年
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場所◇図工室、体験教室など
料金◇500円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

7
木育つみき広場
木を五感で楽しもう！

楽しみ方は無限大！楽しく学べる木育教室

河和田杉の間伐材で作られたつみきで木育体験
をします。つみきの匂い・手触り・音を味わう
ように楽しむことが気づきや学びに繋がります
。鯖江の自然のお話も一緒に行います。

受講対象◇1年～
所要時間◇45分～
場所◇教室（広い場所）など
料金◇100円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

8 廃油ロウソクづくり

捨てるものを再利用しよう！

天ぷらの油などを再利用してロウソクを作りま
す。欠けてしまったクレヨンを混ぜるとカラフ
ルな色がついて見た目もきれいになります。自
分で出来るリサイクルを実践します。

受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇理科室など
料金◇300円/1人
定員◇～30人
時期◇通年
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10 紙すきでハガキづくり

牛乳パックをリサイクル！ハガキに変身！

砕いた牛乳パックの繊維を素材として紙すきを
行い、自作のハガキを作ります。出来上がった
ハガキは実際に郵便にも使えます。再利用する
ことの大変さもわかります。

受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇理科室など（水道、洗い
　　　場があるところ）
料金◇300円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

12 新聞紙バッグづくり

古新聞で工作！資源を有効利用しよう！

新聞紙を折ったりのりでくっつけたりしてバッ
グをつくります。軽いし、柄も可愛いし、きち
んと作ると丈夫に出来ます。少しの手間と知恵
でできる、エコでオシャレなバッグです。

かわいいリースを、自然の中で拾った物や、捨
てられてしまう物を再利用してつくります。リ
ースづくりを通して、自然にある物の活用や、
捨てる物のリユースやリサイクルを学びます。

受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇教室、図工室、体験教室
　　　など
料金◇100円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

14 ネイチャークラフト

自然の素材で物づくり！

山や森、公園や神社など、自然や木がたくさん
あるところで拾ってきた素材を使ってオリジナ
ルの作品をつくります。草木、花、どんぐり、
木の枝などを組み合わせて楽しみましょう。

受講対象◇1年～
所要時間◇45分～
場所◇教室、図工室、体験教室
　　　など
料金◇300円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

11 新聞紙エンピツづくり

古新聞で工作！資源を有効利用しよう！

新聞紙をクルクル芯に巻きつけてエンピツをつ
くります。出来た物に包装紙等を巻きつけ可愛
いくすることも出来ます。必要なのは新聞紙・
芯・のりだけなので安心して作れます。

受講対象◇1年～
所要時間◇45分～
場所◇教室、図工室、体験教室
　　　など
料金◇100円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

13 リサイクルリースづくり

自然の素材や捨てる物をリサイクルしてつくろう！

15 杉の間伐材で箸づくり

大工さんの道具・カンナを使って箸づくり！

間伐材の杉を材料を、カンナでけずって作りま
す。ヤスリで磨いて使いやすくしたら自分の箸
の完成です。間伐材の使い方や問題などを合わ
せてお伝えします。

受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇図工室、体験教室など
料金◇100円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

16 間伐材でプランター/巣箱づくり

ハンマーとクギを使って組み立てる！

間伐材の杉の板を組み立ててプランター/巣箱を
作ります。ハンマーとクギを使って作るので図
工の感覚で楽しみながら木にふれる事が出来ま
す。

受講対象◇4年～
所要時間◇45分～
場所◇図工室、体験教室など
料金◇プランター：500円/1人
　　　巣箱：800円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

廃油石けんづくり

捨てるものを再利用しよう！

天ぷらの油などを再利用して、苛性ソーダと混
ぜて石けんを作ります。廃油が石けんとしてリ
サイクルされる瞬間を一緒に味わいましょう。

受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇理科室など
料金◇300円/1人
定員◇～30人
時期◇通年
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18 自然の材料で楽器づくり

木の枝や、飲物のふたの王冠などを組み合わせ
て、ふると「シャカシャカ」なるシェイカーと
いう楽器をつくります。出来た楽器で実際に演
奏もします。

ハンマーで木の板などにクギを打って、使い方
を習得します。鯖江のモノづくりや環境の話を
一緒にしますので、図工と他の学びがつながる
体験になります。

受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇図工室、体験教室など
料金◇300円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

20 ＤＩＹノートづくり
DIYとは「do it yourself」の略で「自身でやろう」という意味です

自然の材料とリサイクルで創作楽器づくり！

いらない紙・包み紙・ハギレの布で自分だけの
ノートを作ろう。出来たノートにメッセージを
書けばプレゼントにも最適です。買うだけじゃ
なく自分で作るという選択肢を作りましょう。

ダンボールコンポストで生ごみの堆肥化を実践
したり、ゲームを形式で資源物の分別について
学びます。生ごみの減量や、家庭のゴミ捨てで
活躍できるようになります。

受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇図工室、体験教室など
料金◇300円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

19 クギ打ち体験

モノづくりや漆器の文化も一緒に知ろう 受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇図工室、体験教室など
料金◇300円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

21 生ゴミや資源物から学ぼう

ダンボールコンポストや分別ゲームにチャレンジ 受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇教室など
料金◇無料（環境アドバイザー派遣）
定員◇～30人
時期◇通年

昔遊び 竹の水鉄砲づくり

昔ながらの遊び道具で自然のつながりを知ろう！

竹を使った水鉄砲をつくります。遠くまで水が
飛ぶように調整や、自分の物とわかるようにお
絵かきします。あわせて、竹の問題や、竹と生
活の関係などお話します。

受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇図工室、体験教室など
料金◇400円/1人
定員◇～30人
時期◇通年

すてる紙やハギレの布を再利用しよう！

生物

生物を対象とし探索
、調査、観察などを
行います

自然

自然との繋がりを説
明したり、フィール
ドとして活動します

循環

３Ｒ(ﾘﾃﾞｭｰｽ、ﾘﾕｰｽ
、ﾘｻｲｸﾙ)を説明した
り実際に行います

体験

フィールドで活動し
たり、工作した物を
活用します

工作

講座内容に沿った物
をつくります、出来
た物は持ち帰れます

補足

講座は、上記以外に
も様々な要素が含ま
れております。要望
がありましたらご相
談ください。

環 境 学 習 申 込 方 法

手続き
の流れ

申込書
提出先

費用等

環境体験学習申込書に必要事項を記入後、
エコネットさばえへＦＡＸ・メールにて提出。
（講師・日程調整・材料の準備などの関係から、ご検討の段階で相談いただ
けますと助かります。）
　↓
事前打合せ
　↓
環境学習講座開催
（後日、報告書・アンケートの提出をお願いする事があります。）

受講対象◇3年～
所要時間◇45分～
場所◇教室、図工室、体験教室
　　　など
料金◇300円/1人
定員◇～30人
時期◇通年


