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京エコロジーセンターで開催される子どもから大人まで楽しく学べるイベント情報をお届けします。
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https://www.miyako-eco.jp/

京エコロジーセンター（通称：エコセン）は、地球温暖化防止京都会議（COP3）の開催を記念し、2002年に開設されました。
環境にやさしい暮らしの提案や、環境保全活動の輪を広げる拠点施設として、多くの方にご活用いただいています。
イベントの他にも、展示や図書コーナーなど、いつ来ても楽しめます。初めての方も、ぜひお気軽にお越しください。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、オンラインでの開催や少人数での開催などの対策を行っております。お知らせ

zoom このマークがついているイベントは、申込当選された方に材料と参加方法をお送りします。開催日時にZoomでご参加下さい。
★通信費用は参加者のご負担となります。 ★お使いの機種によっては視聴できないことがあります。事前にご確認下さい。★申込方法は裏面をご覧ください。

館内 イベント

オンライン イベント

私たちのくらしとプラスチックごみ
～使い捨てプラスチックをへらし地球をまもろう！～

ごみをへらすには何ができる
かな？ 絵本の読み聞かせや
クイズを通して学びます。

● 時　間 ： ①13:30～14:15
　　　　　②14:45～15:30
● 対　象 ： 小学生（要保護者同伴、小学生未満の弟妹同伴可）
● 定　員 ：各回12名　● 参加費：無料
● 講　師：イベントグループ（京エコロジーセンター 環境ボランティア）

申込先着順

16・20
（日）  （木）

8/

要申込 7/15(水)～8/15(土)

木っていいね！
京都の木を使って工作しよう！

カンナくずや端材で自由に
工作しよう！ 温暖化や木に
ついてのお話もあります。
● 時　間 ： ① 9:30～10:30
　　　　 ②11:00～12:00 ③13:15～14:15 ④14:45～15:45
● 対　象 ：小学生（保護者と一緒に参加・兄弟姉妹の同伴可）
● 定　員：各回20名 ●参加費 ： 無料　
● 講　師：京都府森林組合連合会綾部ストックヤードコーディネーター 前田清二氏
　　　　　 京都ペレット町家ヒノコ　店長 井澤佑真氏

要申込 7/23（木・祝）～8/6（木）抽選

8/23
（日）

読み聞かせとアートで学ぼう！
はじめてのSDGs

絵本専門士による読み聞かせとボード
作りを通じて、SDGsをやさしく学び、
おうちでできることを見つけよう。
● 時　間：①10:15 ～ 11:30
　　　　 ②14:00 ～ 15:15
● 対　象：小学生（保護者と一緒に参加・兄弟姉妹の同席可）
● 定　員：各回15名 ●参加費 ：400円程度（材料郵送費（着払い）実費）
●ご用意いただくもの：カッター、木工用ボンド、紙皿（数枚）、新聞紙
● 講　師：絵本でSDGs推進協会 朝日仁美氏
　　　　アトリエ・Petata 石橋幸子氏

要申込 7/23（木・祝）～8/6（木）

雲のみわけかた
～雲を知って、お天気博士になろう！～

雲の様子や雲ができるまで
を、クイズを通して気象予報
士さんから学ぼう！

● 時　間 ：①10:00 ～ 11:00
　　　　  ②11:30 ～ 12:30
　　　　  ③14:30 ～ 15:30
● 対　象 ： 小学４～６年生とその保護者
● 定　員 ： 各回10組 ● 参加費：無料
● 講　師：日本気象予報士会関西支部楽しいお天気講座

要申込 8/16（日）～9/5（土）zoom zoom申込先着順

9/6
（日）

抽選

8/15
（土）



〒612-0031京都市伏見区深草池ノ内町13

受付時間：開館日の午前9時～午後9時 ※8月は、27日を除いて全日開館します。
休 館 日：木曜日（祝日の場合は翌平日）、12月28日～1月3日

TEL.075(641)0911 FAX.075(641)0912

当選された方には、申込受付期間終了後、開館日の３日以内にご連絡させていただきます。
（３日以内に連絡がない場合や、当選でも連絡がつかない場合は落選となりますので、あらかじめご了承ください。）
同一の抽選イベントにおいて、複数の時間帯をお申し込みされる場合は、優先順位をお伝えください。

申込が必要なイベントは、受付開始日の朝9時から受付を開始します。電話・FAX・来館にて、
京エコロジーセンターまで参加者全員のお名前・年齢（学年）・連絡先電話番号をご連絡ください。
※原則、ご家族ごとのお申込をお願いしております。団体でのお申込はご遠慮ください。
※ご連絡頂いた個人情報は、イベント参加に関するご連絡のためのみ使用いたします。

申 込 方 法

「藤森駅」下車西へ徒歩約5分京阪電車 市バス 105・南5・臨南5・南8「青少年科学センター前」下車南へ徒歩約2分地下鉄・近鉄 「竹田駅」下車東へ徒歩約12分

抽選の
場合

駐車場はありません！
公共交通機関でお越しください。

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、開館時間の変更・入館の制限等の対応を行う場合が
ございます。ご来館前にホームページのご確認をお願いいたします。ご来館の皆様へ

館内 イベント

｜エコセンスタッフとやってみよう｜

YouTube

● 対　象 ： どなたでも（小3以下は保護者と一緒に参加）
● 参加費 ： 無料

このマークがついているイベントは、開催期間中どなたでも京エコロジーセンターのYouTubeチャンネル
よりご覧いただけます。初日の10時から最終日の17時まで公開します。YouTube

ほん・で・リング～本の再循環～
●時　間 ： ①10:00～12:30　②13:30～16:00（なくなり次第、終了）
●対　象 ：どなたでも　●参加費：無料
※資料の譲渡には京エコロジーセンター発行の「図書利用者カード」が必要です。
京都市内に在住、あるいは通勤・通学されている方であれば、カードは当日作成することが出来ます。
※譲渡された資料を売却するなど、営利目的のご利用はお断りしております。
※当日は入場制限を行う場合があります。

要申込 9/15（火）～10/3（土）

京エコロジーセンターには、環境に関
する本が揃った「かんきょう図書コー
ナー」があります。蔵書のうち、古くなっ
た本や雑誌を先着順にてお譲りします
（お一人3 冊まで）。

みつろうラップをつくろう
● 時　間 ： ①10：00～11：30　②13：00～14：30
　　　　 ③15：30～17：00
● 対　象 ：18歳以上　● 定　員：各回9名　● 参加費：1000円
● 持ち物：エプロン、マスク
● 講　師：Biwabochi Beeswax Wrap

みつろうと布を
使って、繰り返し
使用できるエコな
ラップを作ろう！

企画展示「意識と行動」展 ※休館日を除く
●時　間 ： 9:00～17:00
● 場　所：京エコロジーセンター2階
● 対　象：どなたでも
● 入　場：無料

エコを意識して行動している人の部屋と、そう
ではない人の部屋を体験してみませんか？
あなたのライフスタイルを変えるきっかけに出
会うかもしれません。

新聞紙でエコバッグを作ってみよう ！ プラスチック
についても学べて、自由研究にぴったり。

新聞バッグづくり
YouTube

牛乳パックでくるくる絵が変わるパズルを作って
みよう ！ おうちのごみについてのお話もあるよ ！

牛乳パックパズルづくり

● 対　象 ： どなたでも（小3以下は保護者と一緒に参加）
● 参加費 ： 無料

申込先着順

10/4
（日）

申込不要

2･3･4
（金） （土） （日）

10/

申込不要

4
（土）

7/ 27
（日）

9/

▼

申込不要

3
（金）

7/ 23
（日）

8/

▼

申込不要

22
（水）

7/ 23
（日）

8/

▼

環境マンガ家 ハイムーン氏作品「意識と行動」

企画展

オンライン イベント親子で見てね


