２０１６

ＦＡＸ申込書
０４４-３３０-０３１９

夏休み自由研究週間

申込締切：２０１６年７月６日（水）１７時必着

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！

ホームページ
Ｅメール

ＦＡＸ以外にもホームページ・
Ｅメール等でも受付します。

http://www.cckawasaki.jp/kwccca/
info@kwccca.com

-以下必要事項に漏れなくご記入ください（Ｅメールで申込の場合は以下の項目を本文に記載ください）希望講座に “〇” をつけてください。
（❻・➐・⓭・⓳以外は３講座まで申込みできます。優先順位はつけられません。同日同時刻開始の申込みはできません。）

❶
➋
❸
❹
❺
❽
❾
❿

7/23(土)10：00～

ソーラーカーをつくろう

7/23(土）10：00～

果物電池をつくってみよう

7/23(土）１３：30～

クリップモーターをつくってみよう

7/24(日）10：00～

３Ｒでエコキャンドルをづくり

7/24(日）13：30～

風力発電機をつくろう

7/26（火）10：00～

紙工作でスピーカーをつくってみよう

7/26（火）13：30～

光の迷宮にようこそ! 分光器をつくろう

7/27（水）10：00～

パソコン分解を通して学ぶ私たちの３Ｒ

⓫
⓬
⓮
⓯
⓰
⓱
⓲

7/27(水)10:00～

エコショッピング・クッキング（夏野菜パスタとおやつをつくろう）

7/27（水）13：30～

ソーラーハウスづくりと電気の量を調べる体験

8/3 (水)10：00～

木をつかって一輪ざしをつくろう

8/6 (土）10：00～

ミニソーラークッカー「あさがお」をつくろう

8/6 (土）13：30～

一年草ケナフで自分だけの和紙ハガキをつくろう

8/7 (日）10：00～

プラスチックリサイクル実験とキーホルダーづくり

8/7 (日）13：30～

自分だけの竹細工・おもちゃをつくろう

以下講座は上記講座とは別枠で申込みできます。（複数の申込み可）

❻
➐

7/25（月）10：00～

モトスミ･ブレーメン通りのエコ調査隊 ＡＭ

7/25（月）13：30～

モトスミ･ブレーメン通りのエコ調査隊 ＰＭ

⓭
⓳

8/2 （火） 9：15～

エコぷらっとかわさきＣ³親子見学会

8/10（水）13：00～

高津区役所エコシティホールツアー＆工作教室

７月 ２３日（土）～２７日（水）

フリガナ

８月 ２日（火）･３日（水）･６日（土）･７日（日）･1０日（水）

保護者名

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

同じ講座をご希望の場合は、２名迄同時申込みができます。
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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。
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まいとし

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
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メールアドレス
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２０１５年度開催講座一例

備

考
※本申込以外の理由で個人情報を利用いたしません。

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

講座一覧

申込みにあたって
■募集対象 小学3年生以上
※⓭の親子見学会は、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となります。

楽しい講座がいっぱい！ 親子工場見学会もあるよ！
No.

開催日

開催時間

講座名

内

容

対

象

定

員

参加費

7/23
❶ （土） 10:00～11:30 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。出来上がったら実際に走らせてみます。
小学３年生以上
（講師：ひととゆめのネットワーク）

２０名 600円

7/23
➋ （土） 10:00～11:30 果物電池をつくってみよう

電池と電気ついて学びます。実際に果物や野菜と金
属板を使って電池ができるか試してみます。
小学３年生以上
（講師：川崎市地球温暖化防止活動推進センター）

２０名 300円

7/23
❸ （土） 13:30～15:00 クリップモーターをつくってみよう

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
（講師：省エネグループ）

２０名 300円

7/24
❹ （日） 10:00～11:30 ３Ｒでエコキャンドルづくり

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
小学３年生以上
ンドルを作ります。
（講師：３Ｒ推進プロジェクト）

２０名 200円

7/24
❺ （日） 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
（講師：ひととゆめのネットワーク）

２０名 600円

7/25
モトスミ･ブレーメン通りの
❻ （月） 10:00～12:00 エコ調査隊 ＡＭ
7/25
モトスミ･ブレーメン通りの
➐ （月） 13:30～15:30 エコ調査隊 ＰＭ

ブレーメン通り商店街のお店がどんなエコをしてい
るか調べてみます。時間内（約40分）に、２人１組 小学３年生以上
でいくつかのお店をインタビューしてエコなお店を
選びます。（ＡＭ･ＰＭは同じ内容です。）
※集合場所：元住吉駅周辺
講師：グリーンコンシューマーグループかわさき 小学３年生以上
元住吉ブレーメン通り商店街

２０名 無料
２０名 無料

7/26
紙工作でスピーカーを
❽ （火） 10:00～11:30 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
小学３年生以上
ます。
（講師：パイオニア㈱）

２０名 200円

7/26
光の迷宮にようこそ！
❾ （火） 13:30～15:00 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
（講師：日本ゼオン㈱）

２０名 200円

7/27
パソコン分解を通して学ぶ
❿ （水） 10:00～11:30 私たちの３Ｒ

デスクトップパソコンをドライバーで分解して、各
部品がどのようにリサイクルなどに対応しているか
るかを知ります。資源を大切にするために自分たち 小学３年生以上
ができることを学びます。
（講師：富士通㈱）

２０名 200円

7/27
エコショッピング･クッキング
⓫ （水） 10:00～13:30 （夏野菜パスタとおやつをつくろう）

エコラベルなどを探しながら材料の買い物をして、
パスタと簡単なおやつ作りで、エコなクッキングを
小学３年生以上
楽しみます。
（講師：グリーンコンシューマーグループかわさき）

２０名 500円

7/27
ソーラーハウス作りと電気の量を
⓬ （水） 13:30～15:00 調べる体験

身の回りの家電製品が、どれだけ電気を使っている
かを調べる体験をした後に、ソーラーハウスを作り
小学３年生以上
ます。
（講師：ＮＥＣ）

２０名 200円

8/2
エコぷらっとかわさきＣ³
⓭ （火） 9:15～16:00 親子見学会

王禅寺処理センター･エコ暮らし環境館･クノール食
品㈱川崎工場を見学します。
※集合･解散場所：武蔵小杉駅周辺（予定）

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

■申込方法 ＦＡＸ（裏面ＦＡＸ申込書）･ホームページ･Ｅメール･郵送･来所にて受付します。
※Ｅメール等で申込みの場合は、ＦＡＸ申込書に記載の項目を全て明記ください。
※お電話での申込みはできません。
※３講座まで申込みは可能ですが、優先順位はつけられません。
※３講座以外に別枠で申込み可能な講座（❻･➐･⓭･⓳）があります。
※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。
Ｆ Ａ Ｘ：０４４-３３０-０３１９（裏面ＦＡＸ申込書送付先）
Ｅメール：info@kwccca.com
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.cckawasaki.jp/kwccca/
郵
送：〒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）
川崎市地球温暖化防止活動推進センター 夏休み自由研究週間講座申込 係
■申込締切 ２０１６年７月６日（水）１７時必着
※申込み後に受付されているかの確認は、電話でお問合せください。(ホームページからの申込みは
自動返信機能がありますが、受信されていない場合はお問合せください。)
※締切後、定員に余裕がある場合は、定員に達するまで先着順で申込みを受付する場合があります。
■参加可否 申込者多数の場合は抽選となります。
※参加可否に係らず申込者全員に郵送にて結果をお知らせします。（７月中旬になっても結果が届か
ない場合は、お手数ですが、別途お問合せください。）
※参加当日の持参物･注意事項等詳細は、参加結果郵送時にお知らせします。
■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。
※釣銭のないようご協力お願いいたします。
■会

４０名

500円
（1名）

場 高津市民館
※一部、高津市民館以外の講座（❻･➐･⓭･⓮･⓳）がありますので、ご注意ください。

■そ の 他 ・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。
・対象以外（参加者以外）の方の講座参加はできません。保護者の方の見学は可能ですが、乳幼児を
ご同伴の場合は、保護者の方の責任のもとで見学をお願いします。

みんな遊びに来てね！
川崎市地球温暖化防止
活動推進センターは

8/３
⓮ （水） 10:00～12:00 木をつかって一輪ざしをつくろう

捨てられてしまう木を再利用。ペイント･穴あけ･組
み合わせで一輪ざしを工作します。
小学３年生以上
※集合場所：中原工房（武蔵中原駅徒歩約10分）
（講師：中原工房･ジェクト㈱）

２０名 500円

8/6
ミニソーラーッカー「あさがお」を
⓯ （土） 10:00～12:00 つくろう

自然エネルギーについて学びます。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
小学３年生以上
す。
（講師：ソーラーチーム）

２０名 500円

8/6
一年草ケナフで
⓰ （土） 13:30～15:00 自分だけの和紙ハガキをつくろう

ケナフから作った繊維で紙すきをして、和紙風の手
作りハガキを作ります。ダンボールを使った簡単な
小学３年生以上
写真立ても作ります。
（講師：神奈川環境学習リーダー会）

8/7
プラスチックリサイクル実験と
⓱ （日） 10:00～11:30 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
小学３年生以上
クのキーホルダーも作ってみます。
（講師：(一社）プラスチック循環利用協会）

２０名 200円

8/7
自分だけの竹細工･おもちゃを
⓲ （日） 13:30～15:00 つくろう

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
（講師：日向山うるわし会）

２０名 300円

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

２０名 300円

〒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）
ＴＥＬ：044-813-1313 ＦＡＸ：044-330-0319
Ｅメール：office＠kwccca.com
ＵＲＬ：http://www.cckawasaki.jp/kwccca/

8/10
高津区役所エコシティホールツアー
⓳ （水） 13:00～15:30 ＆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
小学３年生以上
ゆで卵ができるソーラークッカーを作ります。
※集合場所：高津区役所

高津市民館内１１階です！

２０名 200円

川崎市地球温暖化防止活動推進センターでは、
夏休み講座以外に、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、是非
お気軽にお立ち寄りください。

川崎市
地球温暖化防止
活動推進センター
（11階）

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

お問合せはこちら

※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。

(開館日：火～日

9:30～17:30 月曜休館）

