
 

 

 

     

 

 

 

 

 

●秋からチャレンジ 

滋賀県立琵琶湖博物館 

季節の植物でアロマウォーターを作ろう！ 

●プログラム内容

●対象、参加条件

●日時

１１時００分～１２時００分

●定員

●場所

●フィールド

屋内

●参加費

無料

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： 滋賀県立琵琶湖博物館

住  所： 〒525-0001 草津市下物町1091

電　話： 077-568-4811

https://www.biwahaku.jp/

9月14日(水)、11月30日(水)

季節の植物を使って、蒸留器でハーブウォーターを
抽出します。抽出液を使ってルームスプレー等を
作ってみましょう。

幼児～一般（小学生以下は保護者同伴)

5名

琵琶湖博物館　生活実習工房

当日受付（10時00分～　）先着順

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：　琵琶湖博物館



 

     

 

 

 

 

 

 
希望が丘ちびっこキャンプ 

●秋からチャレンジ 

滋賀県立希望が丘文化公園野外活動センター 

●プログラム内容
予定

○野外炊事

○自然観察

○クラフト

○キャンプファイヤー

○テント宿泊体験

●対象、参加条件
県内在住の小学１年生～３年生

●日時
令和４年１０月８日（土）～９日（日）１泊２日　１０時～翌１５時

●定員
６０人（先着）

●場所
滋賀県希望が丘文化公園　野外活動センター

●フィールド
自然公園

●募集期間、応募方法、〆切
令和４年８月１９日（金）～９月２日（金）（抽選）　メールにて

●参加費
８,５００円

●申し込み・問合せ先
滋賀県希望が丘文化公園　野外活動センター

滋賀県蒲生郡竜王町薬師1178

０７７－５８６－１１００

０７４８－５８－０２２０

e-yagai@kiboupark-shiga.or.jp
https://www.kiboupark-shiga.or.jp

滋賀県希望が丘文化公園

ＵＲＬ

検索名

団体名

住  所

電　話

ＦＡＸ

メール

Ｈ　Ｐ



 

 

 

     

 

 

 

 

 

●秋からチャレンジ 

滋賀県立高等技術専門校（米原校舎） 

ものづくり体験教室（テクノカレッジ米原） 

 親子で協力してものづくり 

●プログラム内容　（変更の場合あり）

シューティングゲーム、ピカピカメダル、

マガジンスタンド　 の 3コースを予定

●対象、参加条件

小学生の児童と保護者※の方の組合せでお願いします。
お子様のみや、保護者のみの参加はできません。

幼児の参加は不可。児童１人１回のみの参加とします。

※保護者（付き添い者）の入場人数を制限する場合あり

●日時　（新型コロナウイルス感染症の拡大等により変更または中止の場合あり）

令和４年10月中旬の土日
※

（2日間）
※現在未定。日程の詳細は、8月頃に専門校のＨＰにて公開予定

両日ともに　午前の部 ９：３０～１２：００　午後の部１３：３０～１６：００

●定員

各コース各回１０組（午前・午後の１日２回、計４回開催予定）

●場所

滋賀県立高等技術専門校（米原校舎）　　　　米原市岩脇411-1

●フィールド

屋内（実習場、体育館）

●参加費　（変更の場合あり）

5００～１2００円程度

●申込方法、〆切、申込先
申込方法　インターネットを予定（申込者多数の場合は抽選にて決定します）

〆切　　　９月中旬　　

申込先　　８月頃に専門校のＨＰにて公開予定

●問合せ先
団体名：滋賀県立高等技術専門校（米原校舎）

住  所：米原市岩脇411-1

電　話：0749-52-5300

http://www.pref.shiga.lg.jp/kougi/
ＨＰ

ＵＲＬ：

検索名：テクノカレッジ米原



 

 

 

     

 

 

 

 

 

●秋からチャレンジ 

滋賀県立高等技術専門校（草津校舎） 

ものづくり体験教室（テクノカレッジ草津） 

 親子で協力してものづくり 

●プログラム内容　（変更の場合あり）

オリジナルグラス、銅板レリーフ、ペンケース

イライラ棒　 の 4コースを予定　

●対象、参加条件

小学生の児童と保護者※の方の組合せでお願いします。
お子様のみや、保護者のみの参加はできません。

幼児の参加は不可。児童１人１回のみの参加とします。

※保護者（付き添い者）の入場人数を制限する場合あり

●日時　（新型コロナウイルス感染症の拡大等により変更または中止の場合あり）

令和４年10月中旬の土日
※

（2日間）
※現在未定。日程の詳細は、8月頃に専門校のＨＰにて公開予定

両日ともに　午前の部 ９：３０～１２：００　午後の部１３：３０～１６：００

●定員

各コース各回１０組（午前・午後の１日２回、計４回開催予定）

●場所

滋賀県立高等技術専門校（草津校舎）　　　　草津市青地町1093番地

●フィールド

屋内（実習場、体育館）

●参加費　（変更の場合あり）

4００～１0００円程度

●申込方法、〆切、申込先
申込方法　インターネットを予定（申込者多数の場合は抽選にて決定します）

〆切　　　９月中旬　　

申込先　　８月頃に専門校のＨＰにて公開予定

●問合せ先
団体名：滋賀県立高等技術専門校(草津校舎)

住  所：草津市青地町1093番地

電　話：077-564-3297

http://www.pref.shiga.lg.jp/kougi/
ＨＰ

ＵＲＬ：

検索名：テクノカレッジ草津



 

     

 

 

 

 

 

 サイクリング体験 

●秋からチャレンジ 

滋賀県観光振興局ビワイチ推進室 

●プログラム内容

●対象、参加条件 小学生から大人までを予定

●日時

●定員

●場所

●フィールド

屋外

●参加費

無料

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名： 滋賀県観光振興局ビワイチ推進室

住  所： 滋賀県大津市京町四丁目１－１

電　話： 077－528-3746

スポーツサイクルの試乗体験を実施します。

10月２２日（土）１０時から１５時を予定

未定

滋賀県希望が丘文化公園　スポーツゾーン（野洲市北桜978）

申込不要



 

     

 

 

 

 

 

 
 滋賀けんせつみらいフェスタ２０２２ 

●秋からチャレンジ 

滋賀県建設産業魅力アップ実行委員会 

●プログラム内容

●対象、参加条件

●日時

（雨天時は１０月３０日（日）に延期）
●定員

●場所

●フィールド

その他屋外

●参加費

無料

●申込方法、〆切、申込先

●問合せ先
団体名：滋賀県建設産業魅力アップ実行委員会

住  所：大津市におの浜一丁目１番１８号

電　話：０７７－５２２－３２３２

http://yumeken.or.jp

どなたでも参加できます！

～滋賀けんせつみらいフェスタ２０２２～

　建設業のしごとを、『見て』・『体験できる』イベント！
　工事現場で活躍する特殊車両への試乗や製作体験など、
　他ではなかなか体験できない企画が盛りだくさん♪
　楽しく、建設業の世界に触れてみませんか？

２０２２年１０月２９日（土）

なし

大津港特設イベント会場

なし

ＨＰ
ＵＲＬ：

検索名：夢けんせつ

ニニャーテ

イラスト/寅猫空



 

     

 

 

 

 

 

 

クリスマスオーナメントづくり 

びわ湖岸の流木や園内の植物を使って、世界に一つだけのクリスマス飾りを作ろう 

●秋からチャレンジ 

県営都市公園湖岸緑地 

●プログラム内容
湖岸の流木や園内の植物を使って、世界に一つだけのクリスマス飾りを作る。

※写真は昨年度の様子です

●対象、参加条件 小学生～一般（小学生は保護者同伴）
●日時 １１月１９日（土）

１１時～１５時
●定員 １回あたり６名まで

（随時受付　定員の場合はお待ちいただくことになります）
●場所 県営都市公園湖岸緑地　志那－１公園（草津市）
●フィールド 自然公園
●参加費 ３００円～１，０００円

●申込方法、〆切

電話、FAX、または公園ホームページお問い合わせフォームからお申し込み

ください。

１０月１８日（火）午前９時～申込受付開始

※FAX、お問い合わせフォームからのお申し込みの場合は、代表者氏名、

　参加人数、お電話番号をお知らせください。

※FAX、お問い合わせフォームからのお申し込みの場合、１０月１８日９時

　以降にお申し込みください。それより前の申し込みは受付いたしません。

当日参加可

●問合せ・申し込み先
団体名：県営都市公園湖岸緑地［南湖東岸・湖東湖北］　指定管理者　ゆうゆうパートナーズ

住  所：【管理事務所】草津市草津３丁目13-75西井ビル５階

電　話：077-584-5330　　　FAX:077-584-5826

https://www.seibu-la.co.jp/park/kogan/
ＨＰ

ＵＲＬ：

検索名：湖岸緑地（こがんりょくち）



 

     

 

 

 

 

 

 

新年を迎える準備！「しめ飾り」を作ろう 

縄ない体験～しめ縄作り～をして、昔ながらの技や文化に触れる 

●秋からチャレンジ 

県営都市公園湖岸緑地 

●プログラム内容
縄をなって、しめ縄を作る。しめ縄を使って自分だけの「しめ飾り」を
作る。

※写真は過去に実施した際の様子です

●対象、参加条件 小学生～一般（小学生は保護者同伴）
●日時 １２月１０日（土）　１３時～１５時
●定員 １回あたり６名まで

（随時受付　定員の場合はお待ちいただくことになります）
●場所 県営都市公園湖岸緑地　志那－１公園（草津市）
●フィールド 自然公園
●参加費 １つ　７００円
●申込方法、〆切

電話、FAX、または公園ホームページお問い合わせフォームからお申し込み

ください。

１１月１０日（木）午前９時～申込受付開始

※FAX、お問い合わせフォームからのお申し込みの場合は、代表者氏名、

　参加人数、お電話番号をお知らせください。

※FAX、お問い合わせフォームからのお申し込みの場合、１１月１０日

　９時以降にお申し込みください。それより前の申し込みは受付いたしま

　せん。

当日参加可

●問合せ・申し込み先
団体名：県営都市公園湖岸緑地［南湖東岸・湖東湖北］　指定管理者　ゆうゆうパートナーズ

住  所：【管理事務所】草津市草津３丁目13-75西井ビル５階

電　話：077-584-5330　　　FAX:077-584-5826

https://www.seibu-la.co.jp/park/kogan/
ＨＰ

ＵＲＬ：

検索名：湖岸緑地（こがんりょくち）


