
瀬戸愛知県館
コラボレーション空間・にぎわいの里
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ｄａｔｅ/time 種類 参加団体名 タイトル 催事内容 催事概要 場所

9/1 木 10:00 ～ 18:00 発表型 手紡ぎ木綿研究会 自然の叡智に包まれてするモノづくり
自然の叡智を活用した江戸期の縞木綿生産
展

古来より継承されている縞木綿の織物を使った作品の展示と糸車による糸紡ぎの体験
コーナーで自然素材の温かさを感じていただきます。

プラザ

9/2 金 10:00 ～ 18:00 発表型 手紡ぎ木綿研究会 自然の叡智に包まれてするモノづくり
自然の叡智を活用した江戸期の縞木綿生産
展

古来より継承されている縞木綿の織物を使った作品の展示と糸車による糸紡ぎの体験
コーナーで自然素材の温かさを感じていただきます。

プラザ

9/3 土
10:30
14:00

～
11:15
14:45

発表型 エコの森クラブ 切る、刈る、焼くの森づくり
豊かな森を楽しく育てる活動を紹介しま
す。

豊田市で森を楽しく育てている「エコの森クラブ」。人と森のすてきな関係を分かり
やすく楽しく紹介。

プラザ

9/3 土 12:00 ～ 13:00 発表型 劇団８５ ゆうすけとギンすけ　プールのヤゴ救出作戦
プール掃除で絶滅しそうなヤゴを救う人形
劇

県民参加ワーキンググループのコラボーションによる人形劇を公演。学校のプール掃
除で絶滅しそうなヤゴを救出する物語。

プラザ

9/4 日 10:00 ～ 17:00 参加体験型 ロイヤルフラワーアレンジメント専正会 はな・ハナ・花・華・HANA 生活に潤いを与える生け花を展示中です
日本の古典花から西欧で生まれたフラワーアレンジメント、身近に咲く花のアレンジ
まで幅広く展示。フラワーアレンジメントのワークショップも開催。

プラザ

9/5 月 10:30 ～ 11:30 参加体験型 仲良し押花サークル “押花”って楽しいよ゛
身近な草花で、あなただけの押花を楽しも
う

身近な草花を使い、『世界にひとつだけの押し花』作品を作ります。押し花をしてい
ると心が明るく豊かになります。あなたもぜひ楽しんでみてください。

プラザ

9/5 月
13:00
14:00
16:00

～
13:20
14:20
16:20

発表型 ブリッチャエコスタジオ 紙芝居「虹になったブリッチャ」 心優しいブリッチャの不思議な環境物語。
にぎわいの里の“ムササビ”キャラクターの作者でもあるイラストレーター茶畑和也
氏による紙芝居を、三味線の生演奏とともにお楽しみください。

プラザ

9/6 火
10:30
14:00

～
11:30
15:00

発表型 名大環境サークル　ソングオブアース 下宿用品リユース市　～オレまだ使えるぜ～ 中古下宿用品を提供するリユース市を紹介
ゴミの廃棄量を減らすことにつながっている学生たちによる下宿品のリユース市を紹
介します。

プラザ

9/6 火 12:00 ～ 13:30 参加体験型 手づくり絵本クラブ かんたんえほんをつくろう！ のびのび絵本(まど絵本)をつくろう。 誰でも簡単につくることができる「のび～る絵本」のワークショップ。
プラザ

9/7 水
10:30
14:00

～
11:30
15:00

発表型 名大環境サークル　ソングオブアース 下宿用品リユース市　～オレまだ使えるぜ～ 中古下宿用品を提供するリユース市を紹介
ゴミの廃棄量を減らすことにつながっている学生たちによる下宿品のリユース市を紹
介します。

プラザ

9/7 水 12:00 ～ 13:00 参加体験型 折紙グループ「さくら」 折紙のへや「さくら」
モリゾーやキッコロその他の折紙をしま
す。

愛・地球博に親しみを感じ、あわせて折り紙の楽しさを知ってもらう、モリゾーと
キッコロを折り紙で作るワークショップを開催。

プラザ

9/8 木 11:00 ～ 12:30 発表型 名古屋市立第一幼稚園双葉会 地球がたいへんSOSぼくたちエコキッズ隊
雨水利用で野菜作り親子で自然と触れあお
う

お弁当を残さない、幼稚園の屋上緑化、雨水利用など、自然を大切にする心を育む保
育方針を園児たちのかわいい歌を交えて発表します。

プラザ

9/8 木 13:00 ～ 14:00 発表型 美和女性の会 エコ石けん 米のとぎ汁石鹸・EM菌廃油石鹸の作り方
身近な環境を守るために地域の女性が立ち上がり、廃油せっけんや米のとぎ汁EM発酵
液を作っている活動を紹介します。

プラザ

9/8 木 15:30 ～ 16:30 発表型 きらっと パネルやスクリーンシアターによる絵本体験 パネルシアターとスクリーンを使った朗読
パネルやスクリーンシアターを使った絵と朗読と音楽によるすてきなお話しの世界を
通じて絵本の楽しさ、すばらしさを紹介します。

プラザ
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9/9 金 10:30 ～ 11:30 発表型 社団法人豊田青年会議所 正三から学ぶ　こころのあり方 鈴木正三和尚が広めた精神を顕彰します。
郷土の偉人「鈴木正三」の歴史と、その素晴らしい生き方を紹介。地元の劇団による
「鈴木正三」の芝居を映像でもご覧いただきます。

プラザ

9/9 金 14:00 ～ 15:00 発表型 社団法人豊田青年会議所 豊田のグリーンマップ 豊田市のグリーンマップを紹介します グリーンマップ推進委員会による、豊田市のまちづくり活動を紹介します。
プラザ

9/9 金 11:30 ～ 12:30 発表型 お話グループ「トンとポン」 ようこそ！　絵本の世界へ 絵本の読み聞かせや本の紹介や手遊び
不思議な絵本や楽しい絵本、心にジ～ンとくる絵本等、お子様は勿論、大人の方も楽
しんでいただけます。

絵本コーナー

9/9 金
12:30
16:00

～
13:30
17:00

参加体験型 グリーンマップinおかざき グリーンマップ　in おかざき グリーンマップについてのワークショップ
むらさき麦を使った馬づくりの体験やサイコロパズル、リフォーム傘の展示など、た
のしい内容で岡崎市を紹介します。

プラザ

9/10 土
10:30
14:30

～
11:30
15:30

発表型 名古屋堀川ライオンズクラブ 堀川を清流に　皆の力で清流をとり戻そう。
堀川浄化活動の紹介。ホリゴンとの記念撮
影

堀川浄化活動を紹介するパネル展示や「堀川1000人調査隊」の活動記録ビデオの他、
ホリゴン人形との記念撮影、水質試験体験コーナーなど

プラザ

9/10 土 12:00 ～ 13:00 発表型 どんぐり文庫 絵本の世界で遊ぼうよ！！
絵本の読み聞かせや手遊び、手袋人形で遊
ぶ

絵本の読み聞かせや手遊びに手袋人形、わらべ唄や紙芝居など・・・
絵本コーナー

9/10 土 13:00 ～ 14:00 参加体験型 中部クリエーターズクラブ 「CDアート日記」をつくろう！ あなたの記念日をCDケースに詰めて帰ろう
「にぎわいの里」で展示されているＣＤアート日記を、中部クリエーターズクラブの
メンバーと一緒に作るワークショップを開催。

プラザ

9/11 日
10:30
14:00

～
11:00
14:30

発表型 NPO法人 雨水利用と緑化を進める会 家庭でもできるCO２の削減 雨水利用と建物緑化は、電力を節約できる
雨水タンクやシステムを活用した模型を展示し、雨水利用と建物緑化のシステムを紹
介します。

プラザ

9/11 日 12:00 ～ 13:00 発表型 どんぐり文庫 絵本の世界で遊ぼうよ！！
絵本の読み聞かせや手遊び、手袋人形で遊
ぶ

絵本の読み聞かせや手遊びに手袋人形、わらべ唄や紙芝居など・・・
絵本コーナー

9/12 月 10:00 ～ 17:30 参加体験型 豊田押花・グラスアート友の会 夢見る押花＆グラスアート展 押花絵＆グラスアート作品展示と体験会
押花とグラスアートで彩られた屏風などの作品展示と、押花を飾った箸袋やグラス
アートで模様を描く携帯ミラーを作るワークショップです。

プラザ

9/13 火 10:00 ～ 17:30 参加体験型 豊田押花・グラスアート友の会 夢見る押花＆グラスアート展 押花絵＆グラスアート作品展示と体験会
押花とグラスアートで彩られた屏風などの作品展示と、押花を飾った箸袋やグラス
アートで模様を描く携帯ミラーを作るワークショップです。

プラザ

9/14 水 10:00 ～ 16:00 参加体験型 名古屋イラストレーターズクラブ 名古屋イラストレーターズクラブ・うちわ展
うちわの展示とうちわ作りのワークショッ
プ

地元で活躍するイラストレーター達が描いた様々なうちわの展示と作者であるイラス
トレーターが手ほどきするうちわ作りのワークショップ。

プラザ

9/15 木 10:00 ～ 16:00 参加体験型 名古屋イラストレーターズクラブ 名古屋イラストレーターズクラブ・うちわ展
うちわの展示とうちわ作りのワークショッ
プ

地元で活躍するイラストレーター達が描いた様々なうちわの展示と作者であるイラス
トレーターが手ほどきするうちわ作りのワークショップ。

プラザ

9/16 金 15:00 ～ 16:30 参加体験型 手作り絵本グループみんみん ぱくぱくかんたん仕掛け絵本を作ろう！
開け閉じすると口がぱくぱく動く仕掛け絵
本

開けたり閉じたりすると絵本の口がぱくぱく動く楽しい仕掛け絵本を作るワーク
ショップ。

プラザ

9/16 金 10:30 ～ 11:30 発表型 森林整備シンポジウム実行委員会 森林整備シンポジウム２００５in愛知 森林整備についてのシンポジウムの開催 平成１７年度間伐・間伐材利用コンクール入賞者による取り組みの発表。
プラザ

9/17 土
12:00
15:30

～
12:30
16:00

発表型 まちづくり　らちぇっと 稲沢グリーンマップ
稲沢市の環境・歴史・文化が解かる地図で
す

グリーンマップづくりをまちづくりに活かしている稲沢市の活動を、ボーイスカウト
の発表を交えながら紹介します。

プラザ

9/17 土 13:00 ～ 14:00 参加体験型 中部クリエーターズクラブ 「CDアート日記」をつくろう！ あなたの記念日をCDケースに詰めて帰ろう
「にぎわいの里」で展示されているＣＤアート日記を、中部クリエーターズクラブの
メンバーと一緒に作るワークショップを開催。

プラザ

9/18 日 10:00 ～ 17:00 発表型 下水道科学館ビオトープの会「ビオピース」 身近な自然と遊ぼう
身近な自然の大切さを、遊びながら考えよ
う

愛知県下水道科学館の下水処理水を使ったビオトープづくり活動やそこに棲む生き物
を紹介します。

プラザ
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