エコ工房では、
「地球に優しい」だけでなく、趣味として楽しんだり、ムダをなくして節約できるアイ
ディア満載の環境教室を開催しています。どうぞお気軽にご参加ください。
●開催予定は変更することがあります。ご参加の際、お電話やホームページでご確認ください。

☆毎月第三金曜日はエコ工房に集まりませんか！
お友達と、夏は冷房、冬は暖房をみんなでシェア！
情報のシェア(おしゃべりだけ)でもどうぞ！
●参加費 100 円
●エコ工房に準備してあるもの〔ぞうり編み器、木工道具、調理器具(ガス利用の場合は 1 人
別途 100 円)、ミシンなどの機材〕を無料で自由にご利用いただけます。
●利用可能時間帯 9 時～15 時 （お好きな時間からご都合の良い時間まで利用可能です。）

古布ぞうり編み教室

クラフトバンドかご編み教室

簡単手芸教室

★「日ごろ使わないから、誰かにあげてもいいんだけど、100 円ででも
売れたら嬉しいな」というものがご自宅にありませんか？
●なんとなく買ったけど、一度も使わないまましまいこんであるもの。
●趣味でたくさん作ったけど、多くなってきたので整理したいもの。 など

～待機中のモノたちに、もう一度活躍の場をあげましょう。～
PP バンドかご編み教室

チラシで折紙教室

押し花教室

そば打ち教室

親子料理教室

ハンギングバスケットづくり

～募集要項～
◎出品料：月間 300 円（毎月 15 日から次月 14 日まで）
（右図のような、ハンガー＋ボックス 1 台）
◎お申し込み：エコ工房受付にて、直接お申込みください。
（メールやお電話では受付できません）
◎商品の販売について
出品された商品は、買い取り希望者から代金をエコ工房
職員が預かり、出品期間終了時に出品者に渡します。
※注意事項
●出品中の商品の破損、紛失、盗難については、
エコ工房は責任を負いませんのでご了承ください。
●その他詳しい注意事項はエコ工房へお問合せください。

【お問合せ】

自然体験プログラム

バードウォッチング

水生生物観察会

〒820-0061 飯塚市吉北１１８－２
℡/FAX (0948)２２－５６７９
〔HP〕http://eco-kobo.com

【2020 年度 エコ工房 環境教室開催予定一覧】
※開催予定は変更する場合があります。申込締切日以前でも、定員に達し次第受付を締め切ります。詳細はお電話(0948-22-5679)でお問い合わせください。

教室名

内容他

押し花教室

●季節の草花で押し花作品作りをします。

【開催曜日：第三木曜日】

○定員：10 名程度

△参加費：100 円

材料費：900 円

4/16
◇申込締切：5 日前

●親子で楽しくクッキング。

親子料理教室
【開催曜日：第二土曜日】

開催予定日

○定員：親子 10 組または 20 名程度

△参加費：1 人 500 円

◇申込締切：4 日前

5/21

10/15
6/13

6/18

11/19
7/11

7/16

1/21
9/12

9/17

2/18
12/12

3/18
3/13

●チラシや広告など不要な紙で、季節の折り紙作品に！
折り紙教室

○定員：10 名程度

△参加費：200 円

7/24(金)

◇申込締切：3 日前

2/6(土)

●身近なもので簡単手芸！
簡単手芸教室
牛乳パックで石けんづくり
クラフトバンドでかご編み教室
【開催曜日：火曜日】

自然体験プログラム
「いいねん！」
いい

○定員：10 名程度

△参加費：内容により異なります。

○定員：10 名程度

△参加費：200 円

◇申込締切：7 日前

◇申込締切：3 日前

●紙製のクラフトバンドでかごを編みます。（全 2 回で完成する教室です。）
○定員：10 名程度

△参加費：2 回で 1200 円

◇申込締切：3 日前

○定員：20～30 名程度

ねん

△参加費：100 円～500 円（要別途材料費）
◇申込締切：2 日前

【開催曜日：土曜・日曜】

※持参品：（昼食）、虫網、虫かご、水筒、森歩きに適した服装と靴

水生生物観察会

○定員：30 名程度

そば打ち教室

○定員：午前・午後各 12 組

バードウォッチング

○定員：10 名程度

PP バンドでかご編み教室
【開催曜日：火曜日】

古布ぞうり編み教室
【開催曜日：火曜日】

ペットボトルで風車づくり

5/22

10/10(土)
9/29

10/23

1/9(土)
3/16

(4/14 4/21) (6/16 6/23) (10/13 10/20)
(12/15 12/22) (2/16 2/23)

●飯塚市内の森に出かけて生き物さがし！飯塚の自然を楽しみましょう。

（ 飯 塚の自 然 を楽しもう！）

ハンギングバスケットづくり

5/9(土)

△参加費：100 円

◇申込締切：3 日前

△参加費：1200 円
△参加費：100 円

4/12
5/3
6/14
7/12 7/18
8/1
8/23
9/19
10/11
10/25
11/22
12/13
12/20
1/24
2/14
3/21

◇申込締切：5 日前

4/25(土)
5/24(日)

◇申込締切：2 日前

△参加費：4 月 1100 円、11 月 2100 円
△参加費：800 円～1000 円

◇申込締切：5 日前

○定員：10 名程度

△参加費：全 2 回で 600 円

◇申込締切：3 日前

○定員：10 名程度

△参加費：200 円

4/24(金)

◇申込締切：5 日前

○定員：10 名程度

◇申込締切：3 日前

9/27(日)

3/28(日)

12/5(土)

●ペットボトルでプランターを作り、寄せ植えをしましょう
○定員：10 名程度

7/26(日)

9/5(土)

（7/14

11/18(水)

7/21）
（11/17

11/24）

(5/12 5/19) (9/15 9/22) (1/19 1/26)
4/11(土)

9/11(金)

エコ工房まつり

●フリーマーケット・環境学習ワークショップ・グルメコーナー他

11/1(日)

カブトムシ相撲大会

●国産部門(カブト・クワガタ)のみ：エントリー受付は 7 月 1 日より承ります。

8/2(日)

子供服交換会

●まだ使えるけどサイズが合わず、着られない子供服の交換会です。

8 月と 11 月を除く第一日曜日とその次の火曜日

その他：エコキャンドル作り、新聞コサージュ作りなど。市報やホームページにてお知らせいたします。

