
夏 休 み の 宿 題 対 策 決 定 版

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

■募集対象 小学生以上
※講座によって参加対象学年（小学1年生以上、小学３年生以上）が異なりますので、中面でご確認ください。
※⑮･⑯･⑰･㉑･㉒･㉕･㉖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。（保護者1名に対
してお子さま２名以上でのご参加はできません。）

■申込方法 ホームページ･来館にて受付します。
※申込内容の不備及び所定の申込方法以外（メール･郵送･電話･ＦＡＸ等）は無効となります。
※来館でお申込みの場合は、窓口でお申込みください。（専用フォームにご記入願います。）
※おひとり1回限り２講座までお申込みができますが、希望講座の優先順位や申込後の講座変更はできません。
※重複申込みはできません。（申込内容が重複している場合や参加申込者が同一で講座を変えての複数回の申
込は全て無効とさせていただきます。）

※他の申込者（ご兄弟･ご友人等）との同時申込みや同時抽選のご希望は承れません。
※親子講座は、保護者1名+お子さま1名の合計２名のペア参加が条件となるので、保護者1名にお子さま２
名での申込みはできません。

※同日、重複する時間帯に開催される講座（⑦･⑧）に申込むことはできません。

ホームページ ▶ で検索 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 ２０１９年７月２日（火）１７時必着
※ホームページからの申込みは受付時に受付番号を明記した自動返信メールを送信しますので、返信がない
場合は必ずお問合せください。（来館で申込みの場合の受付番号は別途お問合せください。）

※申込みが受付されているか否かのお問合せは申込締切期日迄にお願いします。
※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１０日（水）迄に郵送にて結果をお知らせします。あわせて当センターホームページ
でも当選者の受付番号を掲載予定です。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 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。
※最寄駅は本紙中面をご参照ください。

■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、付き添いや見学の方の当日参加
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。
・無料の駐車場および駐車券の対応はありません。

申込締切
２０１９年７月２日（火） １７時必着

当選通知
２０１９年７月１０日（水） 迄に郵送

お申込みにあたって（ご注意）

お問合せはこちら

◆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/

丸井

高津市民館は溝の口駅前マルイファミリー溝口の上１１Ｆです

kwccca

マルイ
ファミリー
溝口

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

“小型家電回収ＢＯＸ”や

“おさがりＢＯＸ”もあります

乳幼児・子供服交換

小さな家電や携帯電話を回収

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

写真は過去講座一例

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！

２０１９年

環境や科学を楽しく学べ、夏休みの自由研究や工作
にも役立つ講座やツアー全２６講座。
期間中は、環境に関する自由研究の相談も受け付け
ています。（要予約）

２０１９年

７月２０日（土）
～８月４日（日）

夏休み自由研究週間



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 7/20（土） 10:00～11:30
トイレが世界を救う！

モザイクタイルのコースターづくり
世界のトイレ事情から、トイレの大切さを学ぶとともに、モザイクタイルのコースタ
ー作りをします。

小学３年生以上 ２０名 ２００円
高津市民館 第１･２会議室
（武蔵溝ノ口/溝の口）

株式会社ＬＩＸＩＬ

② 7/20（土） 13:30～15:00 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（オクラの仲間）の繊維で紙すきをして和紙風のハガキを作ります。ダンボー
ルを利用した写真立ても作るのでハガキをはさんで持ち帰れます。

小学３年生以上 ２０名 ２００円
高津市民館 第１･２会議室
（武蔵溝ノ口/溝の口）

神奈川県環境学習リーダー会

③ 7/21（日） 10:00～11:30 ３Ｒでエコキャンドルをつくろう
使用済み天ぷら油をきれいにし、着色してびんに流し込み、２色の層のエコキャンド
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
（武蔵溝ノ口/溝の口）

３Ｒ推進プロジェクト

④ 7/21（日） 13:30～15:00 ソーラーカーをつくろう
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。

小学３年生以上 ２０名 ８００円
高津市民館 第１･２会議室
（武蔵溝ノ口/溝の口）

ひととゆめのネットワーク

⑤ 7/22（月） 10:00～12:00
ブレーメン通り商店街でエコ調査隊

お店にインタビューしよう
２人１組になって、商店街のお店にエコの取組についてインタビューします。参加者
には、商店街のマイバッグをプレゼント！

小学３年生以上 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

⑥ 7/23（火） 10:00～13:00 防災×エコクッキング サバ缶でパスタ風そうめんづくり
防災食の缶詰やそうめんのローリングストックとしての活用を楽しく学び、簡単に調
理しておいしくいただきます。デザートもありますよ！（食物アレルギー対応はして
いません。）

小学３年生以上 ２０名 ４００円
高津市民館 料理室

（武蔵溝ノ口/溝の口）
グリーンコンシューマーグループかわさき

⑦ 7/25（木） 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や、
ＰＥＴボトルから繊維を作る実験をして、カップからキーホルダーを作る工作をしま
す。

小学３年生以上 ２０名 ２００円
高津市民館 実習室

（武蔵溝ノ口/溝の口）
一般社団法人プラスチック循環利用協会

⑧ 7/25（木） 10:00～11:30
音を見よう･音に触ろう･音をつくろう

身近な素材でつくる手作り楽器
身近な素材を利用して楽器を手作りして演奏してみます。 小学１年生以上 ２０名 ５００円

小黒恵子童謡記念館
（高津）

ムジカンバス

⑨ 7/25（木） 13:30～15:00 音の話と紙工作でスピーカーをつくってみよう
日頃何気なく耳にしている「音」の正体を目で見て学んだり、スピーカーはどうして
音が出るのかを学んだり、音響メーカーならではの目線で楽しく解説します。音につ
いて学んだ後は、実際にスピーカー作りに挑戦しましょう！

小学３年生以上 ２０名 ２００円
高津市民館 実習室

（武蔵溝ノ口/溝の口）
パイオニア株式会社

サウンドデザイナー 岡田 晴夫

⑩ 7/26（金） 10:00～11:30 光の迷宮にようこそ! 分光器をつくろう
分光器を作って、いろいろな光をのぞいてみましょう。光の不思議を楽しく体験でき
ます。

小学３年生以上 ２０名 ２００円
高津市民館 実習室

（武蔵溝ノ口/溝の口）
日本ゼオン株式会社

⑪ 7/26（金） 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

（武蔵溝ノ口/溝の口）
ＮＥＣ

⑫ 7/27（土） 10:30～12:00
おひさまエネルギーで料理ができるミニソーラークッカー
をつくろう

ミニソーラークッカーを工作し、太陽のもとで実験（ウインナ温め実験と試食）しま
す。自然エネルギーについても学びます。（食物アレルギー対応はしていません。）

小学３年生以上 ２０名 ３００円
高津市民館 実習室

（武蔵溝ノ口/溝の口）
ソーラーチーム

⑬ 7/27（土） 13:30～15:00
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 ４００円

高津市民館 実習室
（武蔵溝ノ口/溝の口）

日向山うるわし会

⑭ 7/28（日） 10:00～12:00 空力翼艇（ホバークラフト）を飛ばそう
飛行機の翼（つばさ）の形をした空力翼艇（ホバークラフト）を作って滑空（かっく
う）させます。

小学１年生以上 ２０名 ２００円
高津市民館 第１･２会議室
（武蔵溝ノ口/溝の口）

日本宇宙少年団（ＹＡＣ）横浜分団
副分団長 藤島 徹

⑮ 7/28（日） 13:30～15:00 手作りミニ顕微鏡で細胞を見てみよう
小さなビーズを使った簡単なルーペ式ミニ顕微鏡を作って、玉ねぎの細胞やじゃがい
もでんぷんを観察します。

小学１年生以上の
お子さまと保護者

親子２０組
４０名

（親･子各1名）

親子一組
２００円

高津市民館 第１･２会議室
（武蔵溝ノ口/溝の口）

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

⑯ 7/29（月） 10:00～11:30 ３Ｒで作る“くるくる貯金箱”❶
牛乳パックや不要になった材料を活用して、コインを入れると風車がくるくる回る貯
金箱を親子で工夫して作ります。

小学１年生以上の
お子さまと保護者

親子２０組
４０名

（親･子各1名）

親子一組
３００円

高津市民館 第１･２会議室
（武蔵溝ノ口/溝の口）

ハンズ＆ハンズ

⑰ 7/29（月） 13:30～15:00 ３Ｒで作る“くるくる貯金箱”➋

⑱ 7/30（火） 13:30～16:00 高津区役所エコツアー＆ミニソーラークッカー工作教室
高津区役所の中のエコな場所を探検します。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
高津区役所 保健ホール
（武蔵溝ノ口/溝の口）

高津区役所
ソーラーチーム

⑲ 7/30（火） 14:00～15:30 珪そう土をつかってオリジナル時計をつくろう！
パネルに珪そう土を塗り、貝殻等で飾り付けをして自分だけのオリジナル時計を作り
ます。

小学１年生以上 ２０名 ３００円
高津市民館 実習室

（武蔵溝ノ口/溝の口）
むくむくはうす

⑳ 7/31（水） 10:00～12:00 本格的な道具を使って大工さん体験講座！
木工加工道具が充実した中原工房で、電動ドライバーやノコギリ、釘打ち等の使い方
を学んで、国産間伐材で箱を作る体験です。完成品は持ち帰って使えます。

小学３年生以上 １８名 1,000円
中原工房

（武蔵中原）
ＪＥＣＴＯ株式会社 中原工房

㉑ 7/31（水） 14:00～15:30 紫キャベツで色のかわる水のマジック
水の不思議な実験や、水の酸性度をｐＨ試験紙や紫キャベツで調べ、見ただけではわ
からない水溶液の違いを実験で確かめます。

小学１年生以上の
お子さまと保護者

２０組
４０名

親子一組
３００円

高津市民館 実習室
（武蔵溝ノ口/溝の口）

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

㉒ 8/1（木） 9:30～16:00
エコぷらっとかわさきＣ³親子見学会
～かわさきエコ暮らし未来館・三菱ふそうトラック･バス
株式会社～

環境のことを楽しく学べる“かわさきエコ暮らし未来館”や三菱ふそうトラック･バ
ス式会社の工場の見学をします。

川崎市内在住また
は在学の小学１年
生以上のお子さま
と保護者

親子２０組
４０名

（親･子各1名）

親子一組
1,500円

集合場所：川崎駅周辺
解散場所：武蔵小杉駅周辺

主催：川崎市地球温暖化防止活動推進センター

認定特定非営利活動法人アクト川崎
協力：ＮＰＯ法人産業･創造リエゾセンター

㉓ 8/3（土） 10:00～11:30
モーターのふしぎ

くるくる回るクリップモーターをつくろう
モーターがどうして回るのかを学びながら、クリップを使ったモーターを工作します。
電気についてのいろいろな体験もしてみましょう。

小学３年生以上 ２０名 ２００円
高津市民館 実習室

（武蔵溝ノ口/溝の口）
省エネグループ

㉔ 8/3（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 実習室

（武蔵溝ノ口/溝の口）
ひととゆめのネットワーク

㉕ 8/4（日） 10:00～11:30
空気砲実験と

ペットボトルの中に人工の雲をつくってみよう
見えない空気はどうしたら見えるのでしょう？ 空気砲実験や、ペットボトルの中に
雲を作ることで、空気がどのようなものか調べてみましょう。

小学１年生以上の
お子さまと保護者

親子２０組
４０名

（親･子各1名）

親子一組
２００円

高津市民館 実習室
（武蔵溝ノ口/溝の口）

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

㉖ 8/4（日） 13:30～15:00 レモン電池をつくってオルゴールをならしてみよう 金属の板とレモン等の果物や野菜を使って、電池ができるか実験で確かめてみます。
小学１年生以上の
お子さまと保護者

親子２０組
４０名

（親･子各1名）

親子一組
４００円

高津市民館 実習室
（武蔵溝ノ口/溝の口）

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

講 座 一 覧 ひとり２講座までお申込みができます！

※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 ２０１９年７月２日（火） １７時必着 当選通知 ２０１９年７月１０日（水） 迄に郵送kwccca

けんびきょう


