登録の流れ
Performer

KUSANEKKO

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）

PROGRAM CALENDAR

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
Team
member

くさねっこ活動募集中！
詳しくはチラシにて

チームメンバーとして登録する
お問い合わせ

PHOTO : うごいて！きいて！リフレッシュ！

お問い合わせ

参加説明・登録

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。

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。今月はローズフェスタに合わ
せ、バラを使ったプログラムがもり

お問い合わせ先

だくさん。公園でゆるりと開催してい

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、草津川

@kusanekko̲kusatsu

http://kusanekko.org 「くさねっこ」で検索

@843ckfxs

2022.05.21

プログラム参加

るプログラムにぜひお越しください。

2022

10

プログラム一覧

初参加

de 愛ひろばラジオ体操会
橋口涼（1 級ラジオ体操指導士）

de 愛ひろば
芝生広場

10 月 1 日・8 日・15 日・22 日・29 日（土）
10 月 10 日（月祝） スポーツの日特別版！

所要時間

定員

￥ 参加費

朱音会 × 歌手 まゆまゆ

当日随時受付

Mail: undecided8492@gmail.com

教養室

10 月 9 日（日）

草津チェンバーオーケストラ

約 60 分

￥ 無料

中止

当日随時受付

de 愛ひろば
教養室

10 月 10 日（月祝）
9:30~12:30

オイルパステルというチョークを使用してカラフルに絵を
描いていきます。お子様から大人の方までお気軽にご参加
ください☆

普段はオーケストラで使われている楽器たちが、クラシック
からアニメ音楽まで、いろいろな曲を奏でます♪
9:30-11:00 公開リハーサル／ 11:00-12:30 アンサンブルコン
サート ※時間は前後する可能性があります。

約 90 分

￥ 500 円

￥ 無料

事前予約（当日参加も可）

当日随時受付

Mail: maca.chalkart@gmail.com

http://kusatsu-chamber.com

しがクロッキー部
しがクロッキー部

10 月 9 日（日）

アンサンブルコンサート

14:00~16:00

15 名

活動棟周辺

Mail: bassy.akm@icloud.com

de 愛ひろば

約 120 分

de 愛ひろば

歌手まゆまゆと朱音会あけみんがお届けするくさねっこ音
楽ユニット。聞いて懐かしい、歌って楽しい、こころ踊る
時間を過ごそう‼

約 10 分 ￥ 無料

maca chalk art

de 愛ひろば
教養室

10 月 10 日（月祝）

コルティカルチャー学び Garden
コルティカルチャー

10 月 19 日（水）
13:00~15:00

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！

20 名

de 愛ひろば
教養室

14:00~15:30

約 90 分

お問い合わせ先

11:00~12:00

ラジオ放送にあわせてラジオ体操を行います。出席カード
を配布しておりますので、お気軽にお声かけ下さい。

Halloween ART（お化けカボチャ）

申し込み方法

こころ踊るミュージック♫ Part2

8:40~8:50

中止

雨天の場合

種から育てた花で草津川跡地公園花壇を彩る年間計画
〜季節の Garden 仕事〜土壌改良 & 肥料作り☆土産付

約 120 分

￥ 無料

当日随時受付
Mail: oyamachoco@gmail.com

Murata Haruna

Ibaragi kana

20 名

￥ 300 円

当日随時受付
Mail: murata@grand-pa.net

プログラム一覧

初参加

所要時間

定員

￥ 参加費

雨天の場合

お問い合わせ先

申し込み方法

喫茶 ʻたまり場ʼ でお茶ひま専科
くさねっこクルー

KUSANEKKO DAY
10 月 16 日（日）

de 愛ひろば

10 月 16 日（日）
10:00~12:30

de 愛
ひろば

珈琲マスターの愛情一杯の焙煎カフェ。お一人様も大歓迎。
現在喫茶スタッフ、クルーメンバー募集中！

今月の “KUSANEKKO DAY”は第３日曜日！
ローズフェスタとのコラボレーション。バラにち
なんだプログラムがもりだくさんです。

約 60 分

de 愛ひろば
ローズガーデン

10 月 16 日（日）

de 愛ひろば

10 月 16 日（日）

ハーブを使ったバスソルト製作
10:00~12:00 ローズガーデン周辺
13:00~13:30 教養室横

各回 6 名 ￥ 500 円

各回15 名（一度に最大 2名まで）
事前予約
教養室横 （当日受付も可）
Mail: higuti̲yuko@yahoo.co.jp

約 15 分

事前予約（当日参加も可）

￥ 500 円

Mail: higuti̲yuko@yahoo.co.jp

ハーバルシーズンヨガ ®（チェアヨガ）

de 愛ひろば
教養室

10 月 16 日（日）

うんちくいず de くさつお宝さがし
草津おみやげラボ

季節のハーブの匂いに包まれながら、椅子に座りながらヨ
ガを行う。

10 名

30 名 ￥ 500 円
事前予約
教養室横
（当日参加も可）
Mail: kusatsunoen@gmail.com

約 20 分

￥ 500 円

Mail: higuti̲yuko@yahoo.co.jp

ピンクリボンチャームをつくろう

de 愛ひろば
ローズガーデン周辺

10 月 16 日（日）

巨大びわ湖おたからトランプ・アナログゲームであそぼう
草津おみやげラボ

11:00~13:00 ※最終受付 12:30

中止

20 名

ばらとアロマのロールオンづくり

de 愛ひろば
ローズガーデン周辺

10 月 16 日（日）

あおぞら学習室 〜誰でも学べる居場所〜
THREE

13:00~15:00

￥ 500 円

事前予約（当日参加も可）

10 月 29 日（土）

￥ 無料

de 愛ひろば
イベント広場
芝生広場・教養室

子ども若者が主体となって開催するはじめての地域交流型
文化祭！
みなさん、遊びに来てくださいね♪

交流カフェ

くさねっこカフェ

de 愛ひろば
芝生広場

10 月 29 日（土）
10:00~13:00

マスターと一緒にコーヒーを淹れてみませんか。
1 回につき 2 杯楽しむことができます。
※30 分ごとに実施します。

約 20 分

￥ 無料〜500 円
当日随時受付

Mail: buledragonfestival@gmail.com

※お申し込みは、各プログラムの主催者までお願いします。

当日随時受付

https://three-333.com/

10:00~13:00

教養室のみ

10 月 27 日（木）

一度に最大 10 名まで

Mail: salon.a@maia.eonet.ne.jp

青龍祭 〜若者がまちに飛び出す地域交流文化祭〜
青龍祭実行委員会

教養室

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！

20 名（一度に最大 2 名まで）
中止

de 愛ひろば

14:30~16:30

ローズガーデンに咲くばらの花びらと 100% 自然のアロマ
オイルで、コロンやネイルオイルにもなるあなた専用ブレ
ンドの香りボトルをつくりませんか？

※完成イメージ

10 月 16 日（日）

①約 45 分 ②約 20 分
①10 名 ②20 名
事前予約
￥ ①100 円
中止
（当日参加も可）
②無料
Mail: kusatsunoen@gmail.com

￥ 500 円

事前予約（当日参加も可）

約 10 分

①芝生広場
②ローズガーデン周辺

①巨大びわ湖おたからトランプであそぼう ! 神経衰弱で
フィールドを走ろう ! びわ湖 1 周疑似体験で、まちに愛着
を。トランプイラストの缶バッチプレゼント！②デジタル
では味わえない！ゲームの達人との「かけひき」を楽しもう。

Mail: smile.ring2022@gmail.com

Aromatherapy Salon.a

de 愛ひろば

①11:00~11:45 ②12:00~13:00

ピンクリボンチャームづくりを楽しみながら、乳がんの早
期発見・治療を目指すピンクリボン運動や、だれもが自分
らしく生きる社会を考えるきっかけづくりをしませんか。
バラの花びら、キラキラなどを使って、ハロウィン仕様に。

約 20 分

10 月 16 日（日）

公園をめぐり、びわ湖おたからトランプをヒントにうんち
くクイズを解きながら、おいしい食べ物、楽しい場所を知
ろう！そして、あなただけのうんちくクイズを作ろう！！
（試食付き：草津の気になる和菓子とお茶（予定））

事前予約（当日参加も可）

スマイルリング × 草津おみやげラボ

de 愛ひろば
ローズガーデン周辺

11:00~13:00 ※最終受付 12:30

13:30~14:15

約 45 分

ローズガーデン周辺
教養室横

10:00~12:00/13:00~13:30

ローズガーデンでのバラの匂いに意識を向け、嗅覚で今こ
こ感覚を味わう。

一般社団法人 Herbal season yoga

当日随時受付

ハーブバスソルト製作

一般社団法人 Herbal season yoga

10:00~10:20/11:00~11:20

中止

中止

Mail: zeon.1102@gmail.com

マインドフルネスヨガ

約 20 分

一度に最大 10 名まで

￥ 100 円（コーヒー代）

これまでの KUSANEKKO DAY の様子 ▶

一般社団法人 Herbal season yoga

ローズガーデン周辺

企画

￥ 200 円

一度に最大 2 名まで

中止

当日随時受付

Mail: shiba-yoshio-510326.kusatu-yoi@docomo.ne.jp

