
夏休み自由研究週間 
２０１７ 

       ２２日（土）･２３日（日）･２４（月）･２５日（火）･２６日（水）・２８日（金） 
 

           １日（火）･５日（土）･６日（日） 

７月 

８月 

開催講座一例（イメージ） 

 川崎市地球温暖化防止活動推進センター 

        川崎市地球温暖化防止活動推進センターでは、毎年、「夏休み自由研究週間」と題して、環境や 
         
        科学について楽しく学べ、自由研究や工作に役立つ様々な講座やツアーを開催しています。 
         
        また、期間中は環境に関する自由研究のご相談も受け付けていますので、内容やまとめ方に困っ 
 

        時は、ご相談ください。 

かわさきしちきゅ うおんだんかぼうしかつどうすいしん まいとし なつやすみじゆうけんきゅうしゅうかん だい かんきょう 

か が く たの まな じゆうけんきゅう こうさく や く だ さまざま こ う ざ かいさい 

きかんちゅう かんきょう かん じゆうけんきゅう そうだん う つ ないよう かた こま 

とき そうだん 

夏休みは川崎市地球温暖化防止活動推進センターに行こう！ 

■募集対象 小学1年生以上（講座によって参加対象学年が異なりますので、中面でご確認ください。）  
       ※⑱・㉒は、お子さま1名+保護者1名 計2名のペア参加が条件となります。 
 

■申込方法 ホームページ･来館にて受付ます。 
       ※上記以外（メール･郵送･電話･ＦＡＸ等）のお申込はできません。 
       ※来館でお申込みの場合は、窓口にお申し付けください。（専用フォームにご記入いただきます。） 
       ※申込内容に不備、所定の申込み方法以外でのお申込みは受付できません。 
       ※他の申込者（ご兄弟･ご友人等）との同時申込･同時抽選はできません。 
       ※重複申込みはできません。（申込内容が重複している場合は、１申込みが受付対象となります。） 
       ※おひとり２講座まで申込みできますが、    マークのある講座は、ご希望の講座（２講座迄）と 
        は別枠でのお申込みもできます。 
       ※希望講座の優先順位はつけられません。 
       ※同日、同時刻に開催される講座は同時に申込みできません。 
 

               ホームページ ▶         でクリック または http://www.cckawasaki.jp/kwccca/ 
 
 

       来    館 ▶ 川崎市地球温暖化防止活動推進センター 
                住  所 川崎市高津区溝口1-4-1 ノクティ２-11Ｆ（高津市民館内） 
                受付時間 10：00～17：00（月･火休館） 
 

■申込締切 ２０１７年７月６日（木）１７時必着    
       ※ホームページからの申込みは自動返信機能がありますので、返信がない場合はお問合せください。ま 
        た、申込締切後に申込みが受付されているかのお問合せはお答え致しかねますのでご了承ください。 
       ※締切後に参加枠に余裕がある場合やキャンセルが多くなった場合等は、定員に達するまで先着順にて 
                  引き続き募集をする場合があります。（対象講座はホームページでご確認ください。） 
 

■参加可否 申込者多数の場合は抽選となります。 
       ※当選の方には、７月１４日（金）迄に郵送にて結果をお知らせします。（当選者は当センターホーム 
       ページでも掲載予定（申込受付番号掲載）です。落選された方への通知はありませんので、ご了承く 
       ださい。） 
                   ※当選結果と併せて、会場･持参物･注意事項等、ご参加にあたっての詳細をお知らせします。 
 

■参  加 費 参加費は当日ご持参ください。 
       ※参加費には、材料代･資料代･保険料等が含まれます。 
       ※釣銭のご用意はありませんので、ご協力のほどお願いいたします。 
 

■会     場 高津市民館（溝の口）/高津区役所（溝の口）/小黒恵子童謡記念館（高津）/中原工房（武蔵中原）/ 
       モトスミ･ブレーメン通り商店街（元住吉）/川崎駅周辺 
       ※講座によって会場が異なりますので、場所の詳細等は当選者の方への通知にてお知らせします。 
 

■そ  の 他   ・必ず当選者の方がご参加ください。（当選者以外の方や対象年齢以下の方や付き添いの方の当日参加、 
       および当選権利をご兄弟やご友人等を含む他の方への譲渡は固くお断りします。） 
      ・保護者やご家族の方等のご見学はできますが、託児はありません。小さなお子さまをご同伴の場合は 
       大人の方が充分ご注意くださいますようお願いいたします。 
      ・万一、申し込みを取消す場合、参加できなくなった場合は、速やかにご連絡ください。 
      ・講座開催時は、記録、広報等の為に講座の様子を撮影させていただきますので了承ください。 
                  ・会場までの交通費（駐車料金含む）は、自己負担となります。 
     

申込締切 
 

２０１７年７月６日（木） １７時必着 

当選結果 
 

２０１７年７月１４日（金） 迄に郵送 
お申込みにあたって（ご注意） 

お問合せはこちら 

川崎市地球温暖化防止活動推進センター 
      ◆10:00～17:00 月･火曜休館◆ 
 

〒213-0001  

川崎市高津区溝口1-4-1 ノクティ2-11Ｆ（高津市民館内） 
 

Ｔ Ｅ Ｌ ▶ 044-813-1313        
Ｆ Ａ Ｘ ▶ 044-330-0319  

Ｅメール ▶ office＠kwccca.com 

Ｕ Ｒ Ｌ ▶ http://www.cckawasaki.jp/kwccca/ 

ＪＲ南武線 武蔵溝ノ口下車 

東急田園都市線・大井町線 溝の口下車 徒歩5分 

丸井 

高津市民館は溝の口駅前丸井の上１１Ｆです 

川崎市地球温暖化防止活動推進センターで
は、毎月テーマを替えて環境に関する様々
な展示や講座を開催しています。 

お子さまが楽しめる展示もありますので、
ぜひお気軽にお立ち寄りください。 

みんなで来てね！ 

エコショッピングクッキング 

エコ工作も 
あるよ！ 

エコについて 
勉強しよう！ 

プラスチックでキーホルダー 

別枠申込可 

kwccca 



No. 開催日  開催時間 講座名 内 容 対 象 定  員 参加費 会 場（最寄駅） 講 師 

① 
 7/22

（土） 

10:00～
11:30 

 新しいたねまきを楽しもう!（たねだんご） 

 たねだんご作りと、その後の育成方法･注意点を通じて、植物を育て 

 ることや、たねだんごが被災地での緑の復興、地球環境保全にも役立 

 っていることを学びます。 

小学１年生以上 ２０名 ３００円 
小黒恵子童謡記念館 

（高津） 
川崎たねだんごプロジェクト 

② 
 7/22

（土） 

10:00～
12:00 

 木のパーツでハイブリッドカーをつくろう! 
 木をパズルのように組み合わせて、ゴム動力などで動かすハイブリッ 

 ドカーを作ります。 
小学３年生以上 １８名 ５００円 

中原工房 

（武蔵中原） 
中原工房/ジェクト株式会社 

③ 
 7/22

（土） 

14:00～
15:30 

 一年草ケナフで自分だけの和紙風ハガキをつくろう 
 ケナフから作った繊維で紙すきをして和紙風の手作りハガキや、ダン  

 ボールを使った簡単な写真立てを作ります。               
小学３年生以上 ２０名 ２００円 

高津市民館 第１･２会議室 

（溝の口） 
神奈川環境学習リーダー会 

④ 
 7/23

（日） 

10:00～
11:30 

 ソーラーカーをつくろう ❶ 

 太陽光発電のしくみをソーラーカーを作りながら学びます。完成後は 

 実際に走らせてみます。 

 ※7/25開催⑫と同じ内容です。         

小学３年生以上 ２０名 ６００円 
高津市民館 第１･２会議室 

（溝の口） 
ひととゆめのネットワーク 

⑤ 
 7/23

（日） 

13:30～
15:00 

 クリップモーターをつくろう 
 磁石と乾電池とクリップを使ってモーターを作り、実際に動かしてみ 

 ます。            
小学３年生以上 ２０名 ３００円 

高津市民館 第１･２会議室 

（溝の口） 
省エネグループ 

⑥ 
 7/24

（月） 

10:00～
11:30 

 ヨウ素デンプン反応で食べ物を調べよう 
 ごはん、パン、うどんなど食べ物が何でできているのか、うがい薬を 

 使って調べてみます。 
小学３年生以上 ２０名 ２００円 

高津市民館 第１･２会議室 

（溝の口） 
川崎市地球温暖化防止活動推進センター 

⑦ 
 7/24

（月） 

10:00～
11:30 

 プラスチックリサイクル実験とキーホルダーづくり 

 プラスチックリサイクルについて学び、発泡スチロールを溶かして再 

 生する実験をします。プラスチックのリサイクルで、オリジナルキー 

 ホルダーも作ります。 

小学３年生以上 ２０名 ２００円 
高津市民館 実習室 

（溝の口） 
一般社団法人プラスチック循環利用協会 

⑧ 
 7/24

（月） 

13:30～
15:00 

 光の迷宮にようこそ！ 分光器をつくろう  分光器を作って、色々な物の見え方を試してみます。            小学３年生以上 ２０名 ２００円 
高津市民館 第１･２会議室 

（溝の口） 
日本ゼオン株式会社 

⑨ 
 7/24

（月） 

13:30～
15:00 

 地球１個分で暮らすために  

 ～エコロジカルフットプリントから考える～                            

 人間が資源を使い過ぎることによって、地球上では様々な環境問題が 

 起きています。資源と私達の暮らしとの関わりを再確認し、「地球１ 

 個分で暮らすためには」どうすれば良いのか考えます。           

小学３年生以上 ２０名 ２００円 
高津市民館 実習室 

（溝の口） 
富士通株式会社 

⑩ 
 7/24

（月） 

10:00～
12:00 

 モトスミ･ブレーメン通りのエコ調査隊（午前の部）       
“低炭素杯２０１７”の優秀賞を受賞した取組みです。２人１組になっ 

 て、スタッフと一緒にお店の人にインタビューして調査します。 

 ※⑩･⑪は時間帯は異なりますが、内容は同じです。              
小学３年生以上 各２０名 無 料 

ブレーメン通り商店街 

（元住吉） 

モトスミ･ブレーメン通り商店街 

グリーンコンシューマーグループかわさき 

⑪ 
 7/24

（月） 

13:30～
15:30 

 モトスミ･ブレーメン通りのエコ調査隊（午後の部）        

⑫ 
 7/25

（火） 

10:00～
11:30 

 ソーラーカーをつくろう ➋ 

 太陽光発電のしくみをソーラーカーを作りながら学びます。完成後は 

 実際に走らせてみます。 

 ※7/23開催④と同じ内容です。          

小学３年生以上 ２０名 ６００円 
高津市民館 第１･２会議室 

（溝の口） 
ひととゆめのネットワーク 

⑬ 
 7/25

（火） 

10:00～
11:30 

 自分だけの竹細工･おもちゃをつくろう 

 ～うぐいす笛とけん玉～ 
 竹を使って、うぐいす笛や竹けんだま等のおもちゃを作ります。    小学３年生以上 ２０名 ３００円 

高津市民館 実習室 

（溝の口） 
日向山うるわし会 

⑭ 
 7/25

（火） 

13:30～
15:00 

 紙工作でスピーカーをつくってみよう 
 音の原理やスピーカーの構造を学んで、紙でスピーカーを作ります。 

 完成したら実際に音を鳴らしてみます。 
小学３年生以上 ２０名 ２００円 

高津市民館 第１･２会議室 

（溝の口） 
パイオニア株式会社 

⑮ 
 7/25

（火） 

13:30～
15:00 

 ソーラーハウスづくりと電気の量をはかる体験 

 太陽の光で電気をつくり、お家の中を照らすソーラーハウスづくりと、 

 身の回りの家電製品がどれだけ電気を使っているかを調べる体験を行 

 います。 

小学３年生以上 ２０名 ２００円 
高津市民館 実習室 

（溝の口） 
ＮＥＣ 

⑯ 
 7/26

（水） 

10:00～
13:30 

 エコショッピング･クッキング  

 ～夏野菜パスタとデザートをつくろう～ 

 旬野菜を使ったパスタとデザートづくりでエコなクッキングを楽しみ 

 ます。                   
小学３年生以上 ２０名 ４００円 

高津市民館 料理室 

（溝の口） 
グリーンコンシューマーグループかわさき 

⑰ 
 7/28

（金） 

13:30～
16:00 

 高津区役所エコシティホールツアー＆工作教室 

 高津区役所にあるエコなところを探検します。自然エネルギーについ 

 て学んで、晴れた日に太陽の熱でゆで卵ができるミニソーラークッカ  

 ーを作ります。 

小学３年生以上 ２０名 ３００円 
集合場所：高津区役所 

（溝の口） 

高津区役所 

ソーラーチーム 

⑱  8/1（火） 9:15～16:00 
 エコぷらっとかわさきＣ³ 親子見学会 

 ～ごみとリサイクルの行方“ミックスペーパーのリサイクル”～ 

 三栄レギュレーター㈱東京工場・浮島処理センター・エコ暮らし未来 

 館の見学と親子でエコ工作を体験します。 

 川崎市内在住・在学 

 の小学３年生以上の 

 お子さまと保護者 

親子２０組 

４０名 

（親･子各1名） 

おひとり 

５００円 
集合場所：川崎駅周辺 

 主催：川崎市地球温暖化防止活動推進センター・認定ＮＰ 

    Ｏ法人アクト川崎                    

 共催：川崎市・ＮＰＯ法人環境創造リエゾンセンター 

⑲  8/5（土） 
10:00～
11:30 

 ３Ｒでエコキャンドルをつくろう 
 身の回りの３Ｒ(リデュース･リユース･リサイクル)について考えなが 

 ら、使い終わった天ぷら油でキャンドルを作ります。          
小学３年生以上 ２０名 ２００円 

高津市民館 第１･２会議室 

（溝の口） 
３Ｒ推進プロジェクト 

⑳  8/5（土） 
10:00～
11:30 

 色のかわる水で化学マジック 
 紫色の水を作って、いろいろな色に変化させてみましょう。どうして  

 そうなるのかを調べます。 
小学１年生以上 ２０名 ２００円 

高津市民館 実習室 

（溝の口） 
川崎市地球温暖化防止活動推進センター 

㉑  8/5（土） 
13:30～
15:00 

 風力発電機をつくろう 
 風力発電のしくみを学び、風力発電機を作ります。 完成後は、実際に 

 風でＬＥＤ電球をつけてみます。          
小学３年生以上 ２０名 ６００円 

高津市民館 第１･２会議室 

（溝の口） 
ひととゆめのネットワーク 

㉒  8/5 (土） 
13:30～
15:00 

 ３Ｒで作るくるくる貯金箱 
 牛乳パックや不要になった材料を使って、コインを入れるとくるくる 

 と風車が回る貯金箱を作ります。 

  小学１年生以上の     
  お子さまと保護者 

親子１５組 

３０名 

（親･子各1名） 

一組 

２００円 

高津市民館 実習室 

（溝の口） 
ハンズ＆ハンズ 

㉓  8/6（日） 
10:30～
12:00 

 ミニソーラークッカーをつくろう 
 自然エネルギーについて学び,晴れた日には太陽の熱でゆで卵ができる 

 ソーラークッカーを作ります。（天候により内容変更有） 
小学３年生以上 ２０名 ３００円 

高津市民館 第１･２会議室 

（溝の口） 
ソーラーチーム 

㉔  8/6 (日) 
10:00～
11:30 

 かわいいプチロケットをつくって飛ばそう 
 今は入手が難しくなったフィルムケースで、ロケットを作って飛ばし 

 ます。本物のロケットが飛ぶシーンの映像も紹介します。 
小学１年生以上 ２０名 ２００円 

高津市民館 実習室 

（溝の口） 
日本宇宙少年団（ＹＡＣ）横浜分団 

㉕  8/6 (日) 
13:30～
15:00 

 手づくりミニ顕微鏡で細胞を見てみよう 
 超ミニサイズのビーズを使った簡単なルーペ式顕微鏡を作って、細胞 

 が見えるか試してみましょう。 
小学１年生以上 ２０名 ２００円 

高津市民館 第１･２会議室 

（溝の口） 
川崎市地球温暖化防止活動推進センター 

㉖  8/6 (日) 
13:30～
15:00 

 水から学ぶ～「しずくの大冒険」 
 オリジナルのすごろくやワークシートを使って、楽しみながら「水は 

 限りのある資源」であること、水の大切さについて学びます。 
小学３年生以上 ２０名 ２００円 

高津市民館 実習室 

（溝の口） 
株式会社ＬＩＸＩＬ 

講 座 一 覧 ひとり２講座までお申込みできます！   

※内容は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。 

申込締切 
 
 

２０１７年７月６日（木） １７時必着 

当選結果 
 

２０１７年７月１４日（金） 迄に郵送 

別枠申込可 

別枠申込可 

別枠申込可 

別枠申込可 

別枠申込可 （       マークのある講座は２講座の他に別枠でお申込みもできます。） 
kwccca 


