
梅雨の時期,さすてな京都のある南部ク
リーンセンターでは色とりどりのアジサイ
が咲き誇ります。そんなアジサイの色につ
いての実験をします。どんな実験結果にな
るかな？

アジサイのはてな？を実験しよう！
～さすてな☆こども科学教室・特別編～

6/11（土）・7/9（土）

13:00～14:00

6組（30名） 無

天野光雄氏（幼児
のための環境学
習プログラム作成
の会）

子ども・家族向け

学習プログラム

ものを作る過程でどうしても出てしまう「ご
み」。そんなごみを工作の素材として使って
作品に生まれ変わらせるのが「ゴミラプロ
ジェクト」です。いろいろな色や形の素材を
集めて、自分だけの作品、「ゴミラ」を作ろう！

②さすてな☆ゴミラプロジェクト
ものづくり現場の端材を使ったアートづくり

7/18（月・祝）

13:00～14:00

8組（32名） 無

さすてな京都
スタッフ

子ども・家族向け

学習プログラム

きれいなアジサイや野花の押し花を使っ
て,自分だけのオリジナルな「しおり」を作り
ます。本に挟むのはもちろん,かざってもき
れいですよ！

アジサイで「押し花のしおり」を作ろう！
～さすてな☆自然工房～

6/12（日）・7/2（土）

13:00～14:00

8組（32名） 無

城山巌夫氏（名神
深草森の会）

子ども・家族向け

学習プログラム

初夏は多くの生きものが活動・成長する季節
です。今回はビオトープで初夏から梅雨時に
開花する植物を中心に紹介します。様々な色・
形をした花が咲くので，見比べてみましょう！

さすてな☆自然観察会
～さすてなビオトープに初夏が来た！
初夏のいきもの観察～

6/25（土）

10:30～11:30

75名 無

株式会社アドプラ
ンツコーポレー
ション

この時期のオニバスは，花期に向けて大き
な葉を広げていきます。そんなオニバスの様
子や生き物たちをさすてな京都のビオトー
プで観察してみませんか？いろいろな植物
や生き物たちに出会うことができますよ！

オニバス里親ミーティング
第3回

13:00～14:00

75名 無

株式会社アドプラ
ンツコーポレー
ション

捨てれば「ごみ」になるものも,少しの工夫
で大変身！家にある材料を使って,アジサイ
のリースを作ります。エコできれいなリース
を作って,おうちに飾ってみませんか？

折り紙でアジサイのリースを作ろう！
～さすてな☆リユース工作・特別編～

7/3（日）・7/17（日）

13:00～14:00

6組（30名） 無

天野光雄氏（幼児
のための環境学
習プログラム作成
の会）

子ども・家族向け

学習プログラム

色んな植物の葉っぱとカラフルな絵の具
を使って,自分だけのオリジナルな「葉っぱ
スタンプのハガキ」を作ります。

アジサイで葉っぱスタンプの
ハガキを作ろう！
～さすてな☆自然工房～

6/25（土）・7/16（土）

13:00～14:00

8組（32名) 無

城山巌夫氏（名神
深草森の会）

子ども・家族向け

学習プログラム

梅雨になると，いっせいにきれいな花を咲
かせるアジサイ。そんなアジサイについて
のあれこれを，専門家と一緒に観察しま
す！ アジサイを知れば，梅雨を明るく過ご
せること間違いなし！

アジサイのはてな？を観察しよう！
～さすてな☆いきもの探偵団～

6/26（日）

13:00～14:00

8組（32名） 無

黒田明彦氏（野生
生物を調査研究
する会）

子ども・家族向け

学習プログラム

美しいアジサイをおうちでも見たい！とい
う方向けに,自宅で簡単にアジサイを育て
られる「挿し木」づくりにチャレンジしませ
んか？昨年の参加者さんからは,「花が咲き
ました！」の声もいただいています！

挿し木でアジサイを育てよう！
～さすてな☆自然工房～

13:00～14:00

8組（32名) 無

城山巌夫氏（名神
深草森の会）

子ども・家族向け

学習プログラム

今年も,さすてな京都では「へちま」を育て
ています。へちまにたくさんの花を咲かせ
るために,何が必要なのでしょう？ぜひ実
際に体験してください！

①へちまのはてな？摘芯・誘引・追肥編
～さすてな☆いきもの探偵団～

6/5（日）

10:30～11:30

75名 無

さすてな京都
スタッフ

子ども・家族向け

学習プログラム

さすてな京都御利用の皆さまへのお願い
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響によっては，開催方法や参加人数の変更，中止
となることもありますので，あらかじめ御了承ください。
※さすてな京都では，安心して御来館いただけるよう館内の換気，消毒など対策を講じ
ておりますが，御来館時には以下の内容について，御協力いただきますようお願いい
たします。
・来館者全員に検温を行います（サーモカメラ）。
・検温時にめまい，倦怠感，呼吸困難，37.5℃以上の発熱等がある方は御入館いただけ
ません。
・入館の際には，京都市新型コロナ「あんしん追跡サービス」に御登録ください。
・館内ではマスクを着用してください。
・館内に設置している消毒液による手指消毒やこまめな手洗い，咳エチケットの遵守を
お願いいたします。
・館内での会話は可能な限り，お控えください。
・館内の全ての場所において，人と人との距離をできるだけ確保してください。
・体調が悪くなられた際は，速やかにスタッフへお申し出ください。
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詳しいアクセス情報は
HPをチェック！

9:00～17:00
水曜日(水曜日が祝日の場合は翌平日)，
年末年始（12月29日～31日，1月1日～1月3日）
京都市伏見区横大路八反田２９番地
TEL 075-606-2548  FAX 075-606-2549

・開館時間
・休 館  日

・住　　所
・TEL＆FAX

※さすてな京都へは公共交通機関でお越しください。

入館無料

京阪電車「中書島駅」または「淀駅」から市バス20号系
統・京阪バス24A系統に乗車し「南横大路（さすてな京
都前）」バス停下車徒歩5分
竹田駅東口から市バス（81・南5・南8号系統）に乗車し
「横大路車庫前」バス停下車徒歩20分

シャトルバス運行日

 6/5（日）, 12（日）,18（土）,19（日）,26（日）, 7/3（日）,
10（日）,17（日）,24（日）,31（日） 

京都市南部クリーンセンター環境学習施設

アジサイ月間特別プログラム

学習講座定番プログラム

一般向け

学習講座

一般向け

学習講座

＜受付について＞
●受付時間：学習講座,定番プログラム①は,開始30分前～

開始時刻
その他,定番プログラムは,開催当日９：30～
開始時刻
※先着順。（満員になり次第終了）

●受付方法：来館のみ　※電話予約不可　
●受付場所：学習講座,定番プログラム①は2階広報室

その他のプログラムは１階事務室

てきしん ゆういん ついひ

時間 定員 事前申し込み有無 講師

イベント案内
「さすてな♡アジサイ月間
  ～ecoなハート♡をみつけよう！～」

さすてな京都 参加
無料
だよ～！

令和４年度

6/1（水）～7/18（月・祝）
対象期間

第2号 6/4（土）・7/10（日）

予約が
要りません！



世界中のみんなで世の中を良くしていく取組「SDGs」。漫才を通して,みんな
で笑って楽しみながら詳しくなってみませんか！国際夫婦漫才コンビ「フラン
ポネ」のお二人と，スペイン語大好き芸人藤田ゆみさんが解説してくれる「漫
才ってなに？」から始まって,一緒にSDGsの漫才作りに挑戦します。SDGsに
ついて学びながら,みんなで笑って過ごす90分,ご家族やお友達
とぜひご参加ください！

10:15～11:45 2F広報室

抽選30名 漫才コンビ「フランポネ」(吉本興業株式会社)
藤田ゆみさん(吉本興業株式会社)

皆さまからのご要望にお応えし,ついに人気講師にご登壇いただき
ます！芸人でありながらごみ清掃員としても働く漫才コンビ「マシン
ガンズ」の滝沢秀一さんをお招きし,日々のごみ収集の中で見えてく
る「ごみ減量」や「SDGs」についてお話いただきます。面白くもあり,
深く考えさせられるごみについてのお話は,ぜひ多くの方にお聞き
いただきたい内容です。お子様も楽しめる分かりやすいお話ですの
で,ぜひお子様連れでもご参加ください！

国際夫婦漫才コンビ「フランポネ」 読み聞かせ絵本
「ゴミはボクらのたからもの」
株式会社幻冬社刊
326 / さく・え
マシンガンズ滝沢 / ゴミのかいせつ・え
　

滝沢 秀一さん

藤田 ゆみさん

SDGs
春 夏 秋 冬

1 年間 , 季節ごとの

異なるテーマを通して ,

SDGs に詳しくなろう！

2022

笑って

学ぼう！

14:00～15:30 2F広報室

抽選100名 滝沢秀一さん(漫才コンビ「マシンガンズ」
株式会社太田プロダクション)

未就学～小学校低学年までのお子様を対象に、絵本の読み聞かせ
＆工場見学の特別ツアーを開催します！なぜ「ごみ」はうまれるの
でしょう？どこに運ばれて，どう処理されるのでしょう？当日に講演
を行う漫才コンビ「マシンガンズ」滝沢秀一さんも著者の1人である
絵本『ゴミはぼくらのたからもの』をみんなで読んだ後，実際に南部
クリーンセンターの見学に出発しよう！

11:00～12:00 １階セミナールーム 抽選20名

未就学児～小学3年生までのお子様とその保護者

さすてな京
都スタッフ

未来の乗り物として大注目のEVバス。どんな乗り物か
知っていますか？EVバスについてのお話や，EVバスの電気を
使った工作を楽しみながら，EVバスのはてな？を解き明かし
ます。もちろん，実際にEVバスに乗ることもできますよ！

子ども・家族向け

学習プログラム

子ども・家族向け

学習プログラム

子ども・家族向け

学習プログラム

子ども・家族向け

学習講座

①10:30～12:00　②14:00～15:30

●申込先 さすてな京都

　メール moushikomi@sustaina-kyoto.jp

　電　話 075-606-2548
　　　　（水曜日を除く9:00～17:00）

●申込期間 ●必要事項

２F広報室ほか 申込先着順 各回60名

ビーワイディージャパン株式会社

 6/18
土

 6/19
日

　　　　驚きがいっぱい！
ごみ清掃員芸人から見た
ごみ減量とSDGs
～さすてな講座「ごみ減量とSDGs」～

要予約

要予約

要予約

要予約

① 申込むプログラム・講座の名称
② 参加者全員のお名前（ふりがな）・お子様の学年
③ 電話番号
④ 希望する時間帯　第1希望 ・ 第2希望
　　※6/19（日）「EVのはてな？」のみ

5/26（木）9:00 ～ 6/7（火）17:00
※受付時間外の申込は無効となります。
※申込期間終了後,さすてな京都で厳正な抽選を行います。
※当選者には6/12(日)17時までにご連絡します。
　落選者へのご連絡は致しませんのでご了承ください。

6/2（木）9：00～6/12（日）17：00・先着順
※受付時間外の申込は無効となります。

 6/18
土

 6/19
日

＜事前予約について＞

対象

幼児・小学生とその保護者対象

電気バスを知って
乗ろう！
EVのはてな？
～さすてな☆こども科学教室・特別編～

SDGsで漫才？
家族やお友達と漫才を作ってSDGsに詳しくなろう！

～さすてな☆ワークショップ・特別編～

絵本読み聞かせ ＆
工場見学ツアー
～さすてな☆施設見学ツアー～

4つのイベントは事前予約が必要です！

ご参加いただいたお子様には記念品をプレゼント！


