KUSANEKKO DAY
玉すだれ教室

7 月 17 日（土）
10:00~15:00

de 愛ひろば

KUSANEKKO

活動棟周辺

PROGRAM CALENDAR

10:00~11:30

待コミュニケーション

指先を使って脳の活性化と、腕をまわしてのすだれ芸は「カタコリ」がなおり
ます。小学生から年配まで、健康指向のかくし芸です。（一度に最大 10 名まで）

教養室

￥ 無料

Mail: matu.fumimaro@gmail.com

当日随時受付

笑声で笑顔に happy に♫ 色々な歌で楽しいひと時を♪
歌手 まゆまゆ（島田真由美）

・童謡から昭和歌謡まで♫
・簡単な手遊びや手話を交えて、親子で参加型コンサート♫

約 15~20 分

当日随時受付

バルーン教室

10:00~12:00

￥ 無料

教養室
Mail: mayumirinto@gmail.com

待コミュニケーション

13:30~14:30

PHOTO : 草津宿場まつり

約 20 分

風船を使って、なんでも作ります。花や動物も！リクエストに答えての風船芸術、
誰でも作れます。ぜひ挑戦して下さい。（一度に最大 20 名まで）

約 20 分

当日随時受付

かみしばい

20 名 ￥ 50 円

教養室
Mail: matu.fumimaro@gmail.com

いしたにくにこ

14:00~15:00

・天井川ができるまで
・絵本かみしばい「ぐるんぱのようちえん」など（一度に最大 20 名まで）

各 15 分

教養室

当日随時受付

くさねっこは、草津川跡地公園を舞台に展開するクラフト販売や健康づく
り、体験ワークショップや講座など、さまざまな方が参加でき、公園を楽
しく活用していくためのプログラムの愛称です。くさねっこは、市民のみ
なさんによる手づくりの活動です。規模は小さいかもしれないけれど、い
つも誰かが楽しく活動している。そんな空間づくりに参加してみませんか。

川跡地公園の市民活動「くさねっ
こ」のプログラムを毎月ご紹介し
ていきます。今月から ai 彩ひろば
（区間２）でのプログラムが登場◎

お問い合わせ先

公園でゆるりと開催しているプロ

草津川跡地公園マネジメント・パートナーズ

市民活動コーディネーター

〒525-0032 滋賀県草津市大路 2 丁目 4 番 11 号 草津川跡地公園 de 愛ひろば管理事務室
Tel : 077-562-5010 Mail : kusanekko@studio-l.org
@kusanekko

くさねっこカレンダーでは、草津

@kusanekko̲kusatsu

http://kusanekko.org 「くさねっこ」で検索

@843ckfxs

2021.4.25

https://www.facebook.com/kuniko.ishitani/

グラムにぜひお越しください。

2021

07

プログラム一覧

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、
プログラムの中止および内容が変更になる場合がございます。

de 愛ひろば
愛ひろば
de

あおぞら学習室〜誰でも学べる居場所〜
THREE

教養室

7 月 1 日・8 日・15 日・22 日・29 日（毎週木曜日）

所要時間

定員

￥ 参加費

お問い合わせ先

申し込み方法

大正琴で心も体も元気になろう！（大正琴体験）
朱音会

ai 彩ひろば
教養室

7 月 10 日（土） 13:30~15:00

14:30~16:30

日本で発案された楽器、大正琴 ! ! どんな楽器なのか、

大人も子どもも誰でも学べる居場所です！

どんな音色なのか、実際に体験してみませんか？
楽譜は読めなくても大丈夫です。

宿題・学びたい教材を持参して、自由に自主学習！

※空きがある場合のみ当日受付も可

てください♪（一度に最大 10 名まで）
￥ 無料

当日随時受付

約 90 分

https://three-333.com/

皆で歌おう♪〜歌い継がれてきた名曲♪

6名

事前予約

de 愛ひろば
芝生広場

お申し込みは
こちら

大正琴演奏もあります♫

スタッフが在駐するので、分からない時は気軽に質問し

青春歌声しゃぼん玉

雨天の場合

￥ 200 円

Mail: bassy.akm@icluod.com

JAZZ in the park with CAFE
Rainbow Friends× くさねっこカフェ

7 月 3 日（土） 15:00~/15:40~/16:20~

de 愛ひろば
教養室

7 月 22 日（木祝） 10:00~14:00
くさねっこカフェと JAZZ 演奏をコラボレーションし、

時代を超えて歌い継がれてきた唱歌・流行歌・フォーク

公園を訪れた人達が気軽に楽しめる場を提供します。

を「青春歌声しゃぼん玉」が歌います♪

・くさねっこカフェ：10:00~14:00

知っている曲は一緒に楽しんで下さい♪

・Jazz 演奏：13:00~14:00

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、演奏者とは
距離を取ってお楽しみください。
約 20 分

￥ 100 円（くさねっこカフェ）

中止

リボンでかわいいヘアアクセサリーを作ろう
C*clover( シークローバー）/chikko

ai 彩ひろば
教養室

7 月 4 日（日） 9:45~10:30/10:45~11:30

Mail: miyuki.pf@icloud.com

当日随時受付

Mail: sunrise2060madeongakuhiroba@gmail.com

教養室

ジェルキャンドルを作ろう
Handmade Satu-Satunya

de 愛ひろば
教養室

7 月 22 日（木祝） 10:00~14:00

キッズ、親子向けワークショップ

夏にぴったり、涼しげなジェルキャンドルを作りません

リボンのヘアピン or ヘアゴム作り体験教室

か。作ったキャンドルを灯し、夏の夜をお過ごしください。

※空きがある場合のみ当日受付も可

夏休み中のお子様も大人の方も大歓迎！！

（一度に最大 10 名まで）

※未就学児は保護者同伴 ※空きがある場合のみ当日受付
も可（一度に最大 5 名まで）

約 30~45 分

事前予約
裏面のプログラム情報も CHECK ！

19 名

￥ 600 円

Mail: c.clover.chikko@gmail.com

約 30 分
事前予約

30 名

￥ 800 円

Mail: bluetreeyumi5147@mineo.jp

