
令和３年度イベント実施状況

実施月 種別 実施日 内容
創作体験 4/10（土） 缶バッジを作ろう！
創作体験 4/11（日） 貝殻ストラップを作ろう！
創作体験 4/17（土） アイロンビーズで作ろう！
創作体験 4/18（日） 手形スタンプで作ろう！
創作体験 4/24（土） キャップスタンプを作ろう！
創作体験 4/25（日） ボトルシェルを作ろう！
館内探索 4/29（木） かにっこBINGO！
創作体験 5/8（土） 貝殻アクセサリーを作ろう！
創作体験 5/9（日） アワビのストラップを作ろう！
創作体験 5/15（土） 缶バッジを作ろう！
創作体験 5/16（日） コルクボードを作ろう！
創作体験 5/22（土） プラ板ストラップを作ろう！
創作体験 5/23（日） 貝殻リングストラップを作ろう！
創作体験 5/29（土） 帽子マグネットを作ろう！
創作体験 5/30（日） シェルビーチを作ろう！
館内探索 5/1～5/4 かにっこBINGO！
創作体験 6/5（土） アイロンビーズで作ろう！
創作体験 6/6（日） 貝殻ストラップを作ろう！
創作体験 6/12（土） 万華鏡を作ろう！
創作体験 6/13（日） フラワーベースを作ろう！
創作体験 6/19（土） 手形スタンプで作ろう！
創作体験 6/20（日） 貝殻モビールを作ろう！
創作体験 6/26（土） 貝殻フォトフレームを作ろう！
創作体験 6/27（日） ボトルシェルを作ろう！
飼育体験 毎日 えさやり体験
創作体験 7/3（土） 貝殻リングストラップを作ろう！
創作体験 7/4（日） コルクボードを作ろう！
創作体験 7/10（土） シェルビーチを作ろう！
創作体験 7/11（日） 貝殻モビールを作ろう！
参加型 7/17～8/25 かにっ甲子園
飼育体験 毎日 えさやり体験
出前かにっこ館 8/21（土） 夢みなとタワー(ﾋﾄﾃ等のﾀｯﾁﾝｸﾞ、ｱｶﾃｶﾞﾆ展示等)
参加型 7/17～8/25 かにっ甲子園
飼育体験 毎日 えさやり体験
創作体験 9/4（土） アワビのストラップを作ろう！
創作体験 9/5（日） 貝殻アクセサリーを作ろう！
創作体験 9/11（土） 貝殻リングストラップを作ろう！
創作体験 9/12（日） ボトルシェルを作ろう！
創作体験 9/23（祝日） 缶バッジを作ろう！
創作体験 9/25（土） 万華鏡を作ろう！
創作体験 9/26（日） 帽子マグネットを作ろう！
飼育体験 毎日 えさやり体験
出前かにっこ館 9/11（土） 青翔開智中(磯魚、カニ類の展示)
その他 9/23（祝日） かにっこ空港ロードクリーンウォーク
創作体験 10/2（土） 貝殻クリップを作ろう！
創作体験 10/3（日） 貝殻でアロマキャンドルを作ろう！
創作体験 10/9（土） 貝殻でアロマキャンドルを作ろう！
創作体験 10/10（日） 貝殻でストラップを作ろう！
創作体験 10/16（土） フラワーベースを作ろう！
創作体験 10/17（日） 貝殻フォトフレームを作ろう！
創作体験 10/30（土） プラ板ストラップを作ろう！ハロウィンｖer.
創作体験 10/31（日） アイロンビーズで作ろう！ハロウィンｖer.
飼育体験 毎日 えさやり体験
出前かにっこ館 10/2（土） 鳥取砂丘こどもの国(サメ、カニ、、ウニ等のタッチングプール）
その他 10/10（日） 中国庭園燕趙園(秋の感謝祭in燕趙園での工作出店)
創作体験 11/3（祝日） 貝殻クリップを作ろう！
創作体験 11/6（土） かにっこBINGO！
創作体験 11/7（日） かにっこBINGO！
創作体験 11/13（土） フラワーベースを作ろう！
創作体験 11/14（日） ボトルシェルを作ろう！
創作体験 11/20（土） 万華鏡を作ろう！
創作体験 11/23（祝日） アロマキャンドルを作ろう！
創作体験 11/27（土） 貝殻アクセサリーを作ろう！
創作体験 11/28（日） コルクボードを作ろう！
飼育体験 毎日 えさやり体験
出前かにっこ館 11/6（土） 中国庭園燕趙園(サメ、カニ、、ウニ等のタッチングプール)
出前かにっこ館 11/21（日） 夢みなとタワー(第2回カニノケンカ-FightCrab-夢みなとカップにおけるカニの展示等)

その他 11/21（日） 海洋ごみ再生プログラムワークショップ(主催：NICO Claft)
創作体験 12/4（土） アイロンビーズで作ろう！
創作体験 12/5（日） 缶バッジを作ろう！
創作体験 12/11（土） 毛糸で人形を作ろう！
創作体験 12/12（日） 松ぼっくりツリーを作ろう！
創作体験 12/18（土） 毛糸で人形を作ろう！
創作体験 12/19（日） 松ぼっくりツリーを作ろう！
創作体験 12/25（土） スノードームを作ろう！
創作体験 12/26（日） ミニ門松を作ろう！
飼育体験 毎日 えさやり体験
飼育体験 12/25,26 ミニバックヤードツアー＆ドクターフィッシュ体験
その他 12/25～31 冬休み早得プレゼント　※1/6まで延長
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創作体験 1/15（土） 凧を作ろう！
創作体験 1/16（日） 手形スタンプで作ろう！
創作体験 1/22（土） ボトルシェルを作ろう！
創作体験 1/23（日） 貝殻ストラップを作ろう！
創作体験 1/29（土） アイロンビーズで作ろう！
創作体験 1/30（日） プラ板ストラップを作ろう！
飼育体験 毎日 えさやり体験
飼育体験 12/25,26 ミニバックヤードツアー＆ドクターフィッシュ体験
その他 1/1～6 冬休み早得プレゼント
創作体験 2/5（土） 貝殻アクセサリーを作ろう！
創作体験 2/6（日） 缶バッジを作ろう！
創作体験 2/11（祝日） スノードームを作ろう！
創作体験 2/12（土） 貝殻フォトフレームを作ろう！
創作体験 2/13（日） アロマキャンドルを作ろう！
創作体験 2/19（土） 帽子マグネットを作ろう！
創作体験 2/20（日） 万華鏡を作ろう！
創作体験 2/23（祝日） 貝殻リングストラップを作ろう！
創作体験 2/26（土） 毛糸で人形を作ろう！
創作体験 2/27（日） ステンドグラスを作ろう！
飼育体験 毎日 えさやり体験
飼育体験 土､日､祝日 ミニバックヤードツアー＆ドクターフィッシュ体験
その他 2/6～3/18 Instagramかにっこ絵画コンクール募集
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