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 : 巨大びわ湖トランプであそぼう

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。

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。秋の公園を楽しむプ
ゆるりと開催しているプログラム

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

ログラムが盛りだくさん。公園で

お問い合わせ先

@kusanekko̲kusatsu

http://kusanekko.org 「くさねっこ」で検索

@843ckfxs

2022.10.16

プログラム参加

にぜひお越しください。

2022
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プログラム一覧
ヨシでヒンメリづくり
ワークショップ

TOKO TOKO TOKO community

初参加

芝生広場

de 愛
ひろば

11 月 3 日（木祝）
10:00~11:30

みんな de 一緒に楽しもう♪
大正琴コンサート♫

大正琴アンサンブルグループ Bio! 芝生広場

滋賀県のヨシを使ってヒ
ンメリをつくります。ヨ
シの魅力を知ってみませ
んか。

10 名 ￥ 500 円

約 90 分

Mail: aribingo@gmail.com

チョークアート
「どんぐり」を描こう！
maca chalk art

教養室

11 月 3 日（木祝）

コルティカルチャー
学び Garden

Murata Haruna

教養室／ローズガーデン

11 月 9 日（水）
10:00~12:00

Ibaragi kana

約 120 分
教養室のみ

de 愛
ひろば

種から育てた花で草津川
跡地公園花壇を彩る年間
計画〜種から育てた苗の
植え付け〜花壇と鉢の違
いを体感する
※雨天時は内容を変更

15 名 ￥ 300 円
当日随時受付

Mail: murata@grand-pa.net

￥ 無料

当日随時受付

コルティカルチャー

TOMOYOGA

Sugita Tomoko

教養室

11 月 9 日（水）
13:00~15:00

長く園芸ライフを楽しむ
ために考案したガーデ
ナーのためのヨガを体験
しよう
Ibaragi kana

約 120 分

15 名 ￥ 無料

事前予約（当日参加も可）
Mail: kana.ibaragi@gmail.com

https://three-333.com/

教養室

de 愛
ひろば

しがクロッキー部

しがクロッキー部

教養室

14:00~15:30

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！

オーケストラで使われている楽
器たちが、
いろいろな曲を奏で
ます♪ ①公開リハーサル ②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。

当日随時受付

de 愛
ひろば

11 月 27 日（日）

約 90 分
￥ 無料

http://kusatsu-chamber.com

de 愛
ひろば

当日随時受付

①10:00~13:00
②14:00~16:00

一度に最大 20 名まで

de 愛
ひろば

11 月 17 日（木）
14:30~16:30

11 月 23 日（水祝）

8:40~8:50

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！

￥ 無料

アンサンブルコンサート

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。

生活を豊かにするガーデニング
「ガーデニングヨガ」

THREE

お問い合わせ先

一度に最大 10 名まで

当日随時受付

草津チェンバーオーケストラ

申し込み方法

あおぞら学習室
〜誰でも学べる居場所〜

Tel: 090-1914-2050（大木）

Mail: undecided8492@gmail.com

de 愛
ひろば

教養室

雨天の場合

一度に最大 20 名まで

11 月 5 日・12 日・26 日（土）

中止

Mail: maca.chalkart@gmail.com

コルティカルチャー

￥ 無料

約 10 分 ￥ 無料

事前予約（当日参加も可）

￥ 500 円

約 90 分

橋口涼（1 級ラジオ体操指導士） 芝生広場

14:00~16:00

15 名

青春歌声しゃぼん玉

de 愛
ひろば

心に残る唱歌・叙情歌、
懐かしい昭和歌謡・
フォークソングを歌いま
す。知っている歌は口ず
さんでください♪

de 愛ひろばラジオ体操会

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☆

約 120 分

青春歌声しゃぼん玉

開放感ある野外で大正琴の
音色を楽しみませんか？
懐かしいあの曲で、あの頃
にタイムスリップ！！

Mail: meguko̲desu@docomo.ne.jp

de 愛
ひろば

￥ 参加費

11 月 12 日（土）
13:30~15:00

当日随時受付

中止

定員

11 月 3 日（木祝）
11:00~12:00/14:00~15:00

約 60 分 ￥ 無料

事前予約

教養室

de 愛
ひろば

所要時間

20 名
当日随時受付

Mail: oyamachoco@gmail.com

お知らせ

最新情報は、くさねっこアーカイブサイトもしくは

アーカイブサイト

くさねっこの SNS をご覧ください。
Facebook

プログラムの中止・延期について、
アーカイブサイト・SNS から発信しています。
Instagram

プログラム一覧

初参加

草津 街あかり・華あかり・夢あかり に

定員

￥ 参加費

KUSANEKKO DAY

de 愛
ひろば

参加します！

所要時間

11 月 19 日（土）

11 月 4 日（金） 18:00~20:00

雨天の場合

お問い合わせ先

申し込み方法

de 愛
ひろば

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！

場所：de 愛ひろば特設ステージ（芝生広場周辺）
くさねっこと「草津街あかり」がコラボレーション。トワイラ
イトコンサートとして街あかりを盛り上げます。草津川跡地公

草津街あかりの
詳細はこちら

園で活動しているパフォーマーの演奏をお楽しみください。

18:00~18:20

de 愛ひろばラジオ体操会

琴楽里（きらり）

橋口涼（1 級ラジオ体操指導士） 芝生広場

あかり銀河を見ながらの演奏♫ぜひ、音楽のある楽しいひとと

11 月 19 日
（土）

きを過ごしにお越しください♫
Mail: bassy.akm@icloud.com

18:30~18:50

歌種（うた＊たね）

トランペットとアコースティックギターのデュオ

中止

約 60 分

教養室

de 愛
ひろば

教養室

11:00~11:30

約 30~45 分 ￥ 無料

https://www.facebook.com/miyuki.jazzpiano

ストレッチをしましょう。誰
でも簡単にできますよ。今
回は、大正琴とのコラボ
レーション！バスタオルと
お水を持ってきてください。

約 30 分

当日随時受付

￥ 無料

Mail: bassy.akm@icloud.com

※時間は前後する可能性があります。

de 愛
ひろば

11 月 19 日
（土）

大正琴の音色とともに、
ゆったりとした時間を過
ごしにお越しください♫
②の時間帯は、ストレッ
チとのコラボレーション！

の融合をお楽しみください。

当日随時受付

身体スッキリストレッチ

やまちゃん

①10:00~10:45
②11:00~11:30

ジャズの生演奏を行います。街あかりの幻想的な風景とジャズ

教養室

Mail: zeon.1102@gmail.com

11 月 19 日
（土）

Rainbow Jazz Friends

企画

一度に最大 10 名まで

￥ 100 円（コーヒー代）

当日随時受付

Tel: 090-1914-2050（大木）

19:40~20:00

10:00~12:30

朱音会

メージした曲を披露します。

教養室横

11 月 19 日（土）

公園でのんびりしなが
ら、一緒にお話しません
か。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！

大正琴の音色を楽しもう！！

街あかりの幻想的な雰囲気にぴったりな、草津の宿場町をイ

くさねっこクルー

de 愛
ひろば

8:40~8:50

Mail: undecided8492@gmail.com

青春歌声しゃぼん玉

喫茶 ʻたまり場ʼ で
お茶ひま専科

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。

約 10 分 ￥ 無料

https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100071170129578

19:05~19:25

de 愛
ひろば

8名
事前予約（当日受付も可）

Mail: 1114yamachan@gmail.com

de 愛ひろば

イベント広場
芝生広場

にぎわい活動棟周辺

教養室

くさねっこカフェ

くさつソトあそび JAM

と

同時開催！

ai 彩
ひろば

くさねっこカフェ

多目的広場

ai 彩
ひろば

巨大びわ湖トランプであそぼう
草津おみやげラボ

11 月 6 日
（日）

11 月 6 日（日）11:00~15:00

11 月 6 日
（日）

11:00~15:00

11:00~11:45

マスターが淹れる本格コー
ヒー！コーヒーを片手に、
マスターとお話しません
か。

巨大びわ湖おたからトラ
ンプであそぼう ! 七なら
べ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。（時
間内は入退自由）

くさつソトあそび JAM とコラボレーション。ai 彩ひろばでソト
あそびを楽しむプログラムが盛りだくさん！※こちらのプログ
ラムは、くさつソトあそび JAM の開催要項に基づきます。駐車
場は完全予約制のため、臨時シャトルバスをご利用ください。

多目的広場

草津川跡地公園の
ホームページはこちら

約 10 分 ￥ 100 円
中止

10 名 ￥ 無料

当日随時受付

中止

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

滋賀コレかるたで
かけっこかるた

スマイルデザインカンパニー

多目的広場

ai 彩
ひろば

11 月 6 日（日）

12:30~13:30

A3 サイズのかるたを広
場にばらまいて、かるた
取りが楽しめる「かけっ
こカルタ」で遊びません
か？

約 30 分
中止

事前予約
（当日参加も可）

Mail: kusatsunoen@gmail.com

Music Program

多目的広場

ai 彩
ひろば

14:30~15:00

歌種コンサート ／ 歌種（うた＊たね）
トランペットとアコース
ティックギターのデュオ

15 名 ￥ 無料
当日随時受付

https://karuta.biz/

※お申し込みは、各プログラムの主催者までお願いします。

多目的広場

ai 彩
ひろば

中止
https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100071170129578

