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2021.12.15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。公園の冬を楽しむプログ
ラムが盛りだくさん。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。
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PROGRAM CALENDAR
KUSANEKKO教養室

親子で運動遊び WITHお正月
キッズダンサーズレイク

①０歳親子対象：ベビーヨ
ガ＆ベビーダンス（13:20
～受付）②１歳以上の幼児
対象：親子リズム運動＆お
正月遊び（14:30～受付）

500円／家族

1月30日（日）
①13:30~14:30
②14:40~15:40

￥
https://lakedance.wixsite.com/osk-enjoy-dancing

各回 20 名約 60 分

de愛
ひろば

事前予約
（当日受付も可）

アクセサリー展示
C*clover（シークローバー）/chikko

1月14日（金）~
1月27日（木）
9:00~17:00
※休館日（火曜日）を除く
※初日のみ 13:00~17:00

Instagram: chikko_clover

de愛
ひろば

・ビーズ刺繍アクセサリー展示
・ワークショップ写真&サンプルの展示

事務室横

〒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。

お問い合わせ

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

まずはお問い合わせください

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）

詳しくはチラシにて

Performer

チームメンバーとして登録するTeam
member

くさねっこ活動募集中！

展示
企画



企画

参加費所要時間初参加 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 60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。

芝生広場教養室
de愛ひろばラジオ体操会
橋口涼（2級ラジオ体操指導士）

ラジオ放送にあわせてラ
ジオ体操を行います。毎
週土曜日に実施いたしま
す。ラジオ体操で適度に
全身を動かしましょう。

無料

1月15日（土）
8:40~8:50

レジンを使って箸置きを
作りませんか。新しい一
年を新しい箸置きと共に
迎えましょう。誰でも簡
単に作れます！

10:00~11:00
13:00~14:00

￥

Mail: undecided8492@gmail.com

10 名

約 10 分

de愛
ひろば

当日随時受付

教養室

de愛
ひろば

Handmade  satu-satunya

700 円

1月9日（日）

1月15日（土）

￥

Instagram: satu_satunya2017

10 名約 60 分

de愛
ひろば

教養室

de愛
ひろば

事前予約（当日受付も可）

Mail: bassy.akm@icloud.com
当日随時受付

♪大正琴の音色にふれてみよう♪
朱音会

約 30分 無料￥

活動棟周辺

1月15日（土）

Mail: mayumirinto@gmail.com
当日随時受付

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♫

13:00~13:30

中止

de愛
ひろば

20名（一度に最大10名まで）

教養室

ｄｅ愛広場で
「クルーズ」しませんか？
くさねっこクルー

喫茶 “たまり場” の開催
（今月のコーヒー銘柄：
モカブレンド）。ご家族、
友達同志で楽しいひとと
きをお過ごしください

100 円（コーヒー代）

1月15日（土）
10:00~13:00

￥
Mail: zeon.1102@gmail.com

約 60 分

de愛
ひろば

当日随時受付

https://three-333.com/

一度に最大 10名まで
無料￥ 当日随時受付

あおぞら学習室
～誰でも学べる居場所～
THREE

教養室

歌のお姉さんまゆまゆと
楽しむ絵本の読み聞かせ会

レジン（樹脂）で作る箸置き
～新春編

歌手 まゆまゆ（島田真由美）
1月8日（土）

Mail: mayumirinto@gmail.com

約 45 分

de愛
ひろば

BIG 絵本の読み聞かせと
音楽で、親子で楽しいひ
とときを過ごしません
か？

10:00~10:45

当日随時受付

教養室

1月15日（土）

Mail: 1114yamachan@gmail.com

15 名約 30 分
事前予約（当日受付も可）

ストレッチで身体ポカポカ
やまちゃん

身体の凝りをほぐすスト
レッチをして、身体を暖め
ましょう。誰でも簡単にで
きますよ。バスタオルとお
水を持ってきてください。

無料

10:30~11:00
15:30~16:00

童謡・唱歌、懐メロ、い
ろいろなジャンルの曲を
演奏します。心なごむひと
ときを過ごしませんか？
大正琴の体験もできます。

14:00~16:00

￥

中止

芝生広場

de愛ひろばラジオ体操会
橋口涼（2級ラジオ体操指導士）

ラジオ放送にあわせてラ
ジオ体操を行います。毎
週土曜日に実施いたしま
す。ラジオ体操で適度に
全身を動かしましょう。

無料

1月22日・29日（土）
8:40~8:50

￥

Mail: undecided8492@gmail.com

約 10 分

de愛
ひろば

当日随時受付中止

de愛
ひろば

裏面のプログラム情報もCHECK！

14:30~16:30

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！

1月27日（木）

教養室

13:30~15:00

しがクロッキー部

まゆまゆの昭和歌謡コンサート

しがクロッキー部

無料

1月22日（土）

￥

Mail: oyamachoco@gmail.com

Mail: murata@grand-pa.net

20 名約 90 分

de愛
ひろば

当日随時受付

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！

教養室

13:00~15:00

生活を豊かにするガーデニング
コルティカルチャー

無料（一部有料）

1月29日（土）

￥20 名約 120 分

de愛
ひろば

事前予約（当日受付も可）

不使用な駄音鉢 /素焼き
を生き返らせよう！
①ペイント体験 ¥100
②ステキに植え込み￥500~
③園芸相談Murata Haruna Ibaragi kana

20名 無料￥

de愛
ひろば

KUSANEKKO DAY
1月 15日（土）
第３土曜日は “KUSANEKKO DAY”！
この日はさまざまなプログラムが
盛りだくさん！


