
PH
O
TO
 :「
暮
ら
し
に
ハ
ー
ブ
を
」
育
て
る
楽
し
み
・
使
う
楽
し
み

2021.6.13くさねっこカレンダーでは、草津
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。今月は、夏を満喫で
きるプログラムがもりだくさん。
公園でゆるりと開催しているプロ
グラムにぜひお越しください。

〒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  

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

@kusanekko_kusatsu@kusanekko

http://kusanekko.org　「くさねっこ」で検索 @843ckfxs

お問い合わせ先

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。
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お問い合わせ

お問い合わせ

参加説明・登録

プログラム参加

活動内容の聞き取り・企画書提出・登録

企画審査・実施確定

日程・プログラム内容調整・告知

プログラム実施

チームメンバーとして登録する

パフォーマーとして登録する（くさねっこプログラムを開催する）

くさねっこ活動募集中！
詳しくはチラシにて

登録の流れ

Team
member

Performer



参加費所要時間 定員 お問い合わせ先雨天の場合 申し込み方法￥
プログラム一覧

約 90分
無料￥

※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。

教養室

教養室 教養室

教養室

しがクロッキー部
しがクロッキー部

順番にモデルをしながら
短時間（3分／ 5分）で
人物を描く会。
初心者でもお気軽にご参
加ください！

無料

8月1日（日） 8月4日（水）
 13:30~15:30

大人も子どもも誰でも学
べる居場所です！学びた
いものを持参して、自由
に自主学習！スタッフと
一緒に考えたり、みんな
で学び合いましょう！

8月5日・12日・26日（木）
 14:30~16:30

￥
Instagram: chikko_cloverMail: norn1634@gmail.com

10 組 8名20 名 約 30~45 分約 120 分

de愛
ひろば

浴衣にも！アーティフィシャルフラワーで作る、
かわいいヘアアクセサリー
C*clover（シークローバー）/chikko

アーティフィシャルフラ
ワーを使って浴衣にも合
うヘアアクセサリーを作
ろう！ヘアピン or ヘア
ゴムが選べます。

600 円

 ①9:45~10:30
 ②10:45~11:30

￥

当日随時受付

ai彩
ひろば

昆虫かんさつ会
草津てるてるクラブ

500円／家族

8月9日（月休） 8月14日（土）

￥

http://lakedance.wixsite.com/osk-enjoy-dancinghttps://ws.formzu.net/sfgen/S42360544/

100 名15 名 約 180 分約 120 分
事前予約（当日受付も可）

親子夏祭り
ダンサーズ レイク

ヨーヨーつり、水鉄砲、
輪投げ等のゲーム屋台、
かき氷、綿菓子、ポップ
コーン作り、ダンスパ
フォーマンス

15:00~: 昆虫の先生のお
話を聞こう（教養室内）
16:00~: 公園に探検に行
こう！
※8月 4日申し込み締切、
5日当落の連絡

500 円
荒天延期（8月29日）

 16:00~19:00 15:00~17:00

￥

教養室のみ 事前予約（抽選）

あおぞら学習室
～誰でも学べる居場所～
THREE

無料￥
https://three-333.com/

de愛
ひろば

当日随時受付

レジンで作るお花のストラップ作り
Handmade  satu-satunya

世界に一つだけのレジンス
トラップを作りませんか。
※ネックレス等に変更も
可。（別途パーツ代は必要）

500 円

8月8日（日祝）
中学生以上10:00~11:00
キッズ13:00~14:00

￥

Instagram: satu_satunya2017

10 名一度に最大 10名まで 約 60分

de愛
ひろば

事前予約（当日受付も可）

教養室

8月22日（日）

Mail: bassy.akm@icloud.com
事前予約（当日受付も可）

みんなdeチャレンジ！！
大正琴ってどんな楽器？
朱音会

キッズ、親子向けイベン
ト。大正琴ってどんな楽
器？を親子で見つけに来
てください。お友達同士
での参加も可能。

 ①10:00~11:30
 ②13:30~15:00

ai彩
ひろば

約 15~20 分 無料￥

イベント広場

8月14日（土）

Mail: mayumirinto@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♫

荒天延期（8月 29 日）

 17:00~17:50

de愛
ひろば

活動棟周辺

8月29日（日）

Mail: kosuke6gawa13@gmail.com

10 名（一度に最大 3名まで） 10 名（一度に最大 3名まで）約 30分
当日随時受付

ガマの油売り口上体験教室
伊吹山 ガマの油売り口上保存会

日本の発祥地・伊吹山か
ら滋賀県の伝統芸能の教
室です。子供達の夏休み
での教室、年輩の皆様の
かくし芸に最適です。

100 円 教養室

 10:30~11:30

￥

de愛
ひろば

教養室

江州音頭体験教室
滋賀県江州音頭保存会 草津支部

滋賀県の伝統芸能、江州
音頭を踊ってみません
か？子供からシニアまで
みんなで楽しめます。初
心者歓迎

無料

8月29日（日）
 13:30~14:30

￥
Mail: kosuke6gawa13@gmail.com

Mail: kusanekko@studio-l.org

約 30分

de愛
ひろば

当日随時受付

15 名

無料￥

約 120 分

事前予約

事前予約（当日受付も可）

教養室／公園南側 イベント広場

de愛
ひろば

de愛
ひろば

草津川跡地公園を
楽しむためのカレッジ

14:00~16:008/21（土）
2021 年

GardenGardenGarden
第１回 公園の「植栽」について知る

講師：山田匡さん
（ランドスケープアーキテクト／樹木医／公園管理運営士）

今年度のくさねっこカレッジは「公園を知る」
をテーマに、様々な視点から公園について学
べる勉強会を開催！草津川跡地公園を使った
くさねっこプログラムをより魅力的にするた
めのヒントを学びましょう。


