
川崎市の環境キャラクターもやって来る！ 

エコちゃんず 

平成２9年度 環境省 地域における地球温暖化防止活動推進事業 

丸井 
エコカフェ 
   クーポン 

エコカフェコーナーに本券を 
ご持参いただくと、お飲物 
を無料サービスいたします。 
    

  １枚で４名様までご利用可能。 
  但し、なくなり次第終了。 

高津市民館は溝の口駅前 
丸井の上１１Ｆです 

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 

毎年多くの方にご来場いただいている「かわさき環境フォーラム」も今年
で５年目を迎えます。 
今年もワークショップや映画上映等、子どもから大人まで楽しみながら
エコを学べるイベントを多数ご用意してご来場をお待ちしています。 

 かわさき 
 環境フォーラム 

１２月１６日（土） １０：３０～１５：３０ 

高津市民館 溝 の 口 駅 前  
ノクティ２-１１階 

2017年 

楽 し み な が ら エ コ を 学 ぶ 、 年 に 一 度 の 環 境 イ ベ ン ト  

川崎市地球温暖化防止活動推進センター 
 

〒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  
http://www.cckawasaki.jp/kwccca/ 

環境省の推進する地球温暖化対策のため
の国民運動の名称。（詳しくは環境省の
ホームページにてご確認ください。） 

お 
問
い
合
わ
せ 

～休憩スペースがあります～ 
 

当日会場内にお持ち込みのお弁当
等、ご飲食もできる休憩スペースを 
ご用意しています。 
ご飲食以外のちょっとした休憩にも
是非ご利用ください。 

 
 
 

参加者プレゼントのあるイベントもいっぱい！(詳細は裏面へ） 

「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ(＝賢い選択)」 

 
 

 

  

電気自動車を巡る世界の動向と
日産自動車の取組み 

同 
 
時 
 
開 
 
催 

ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥセミナー 

映画 ０円キッチン 
（2015年/オーストリア） 

    日産自動車株式会社 
       渉外部担当部長 永澤 実 氏 

13:00～14:30 

おもちゃ病院 

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） 後援：ＣＣかわさきエコ会議 協力：川崎市 

特 別 上 映 

「捨てられてしまう食材を救い出し、  
 おいしい料理に変身させよう！」 
 と、食材救出人ダーヴィドがヨー 
 ロッパ５カ国を旅するエンターテ 
 イメント・ロードムービー。（81分） 

❶10:30～ ➋15:15～    

ひろげよう ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ  
ク ー ル チ ョ イ ス  

クイズ大会では地元野菜の 
詰合せをプレゼント！ 

 当日ご持参ください。（詳細裏面参照） 

親子での参加もＯＫ！ 

環境を考えたクッキングや 
エコドライブにチャレンジ！ 

楽しく遊びながら学ぼう！ 

その他当日お楽しみイベントも予定しています！ 

かわるん 

みんなで会いに来てね！ 

（C）Mischief Films 

入場無料・事前申込 ホームページまたは別途チラシをご参照ください。 

入場無料・事前申込 ホームページまたは別途チラシをご参照ください。 



イベント名 内  容（出展団体） 開催時間 参加枠・対象 参加費 

① クイズラリー 
“ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥを探せ！” 

会場内５カ所に隠された   マークを探して来場者アンケート
にお答えいただいた方に参加賞をプレゼントします。 
（川崎市地球温暖化防止活動推進センター） 

10:30～15:30 景品がなくなり 
次第終了。 無料 

② 環境クイズ大会 
環境をテーマにしたクイズ大会。正解優秀者には旬の地元野菜の
詰合せをプレゼントします。 
（川崎市地球温暖化防止活動推進センター） 

15:00 景品がなくなり 
次第終了。 無料 

③ ごみの分別ゲーム 
ゲーム感覚で楽しくごみの分別を学習。参加者には参加賞をプレ
ゼントします。小型家電の回収も行っています。 
（宮前生活環境事業所） 

10:30～15:30 景品がなくなり 
次第終了。 無料 

④ リサイクルストラックアウト 
資源物が何に生まれ変わるのかをストラックアウトゲームで楽し
く学びます。 
（王禅寺エコ暮らし環境館） 

10:30～15:30 景品がなくなり 
次第終了。 無料 

⑤ エコドライブシミュレータ― 次世代自動車でのエコドライブを疑似体験します。      
（川崎市環境局地球環境推進室） 10:30～15:30 － 無料 

⑥ いきもの救出大作戦 楽しく環境ゲームやメダル作り等をするコーナーです。  
（三井不動産レジデンシャル）         10:30～15:30 材料がなくなり 

次第終了。 無料 

⑦ クラフトクッカー工作 
自然エネルギーを学んで、おひさまの力で調理するミニソーラー 
クッカーを作ります。 
（ソーラーチーム） 

11:00～12:00 先着10名 200円 

⑧ 牛乳パックで紙すき 牛乳パックを原料に紙すき体験。オリジナルのハガキを作ります。 
（橘リサイクルコミュニティーセンター） 

①10:30 ②11:00 ③11:30 
④12:00 ⑤12:30 ⑥13:00 
⑦13:30 ⑧14:00 ⑨14:30 

各回先着5名 無料 

⑨ プラを利用して 
   プラバンストラップを作ろう 

使用済みプラスチックを利用してオリジナルストラップを作りま
す。 
（３Ｒ推進プロジェクト） 

①10:30～11:00 
②11:15～11:45 
③12:00～12:30 

各回先着20名 無料 

⑩ 川崎産ラベンダーの 
     オリジナルポプリづくり 

川崎市内で育てたラベンダーを使ってオリジナルポプリを作りま
す。大人の方もご参加いただけます。 
（川崎たねだんごプロジェクト） 

13:00～15:00 先着50名 
(中学生以上) 500円 

⑪ スノードーム風 Ｘ’ｍａｓツリー 
ペットボトルやダンボール等を使い、ふわふわスノードームを作
ります。 
（かわさきエコ暮らし未来館） 

 ①10:45 ②11:30 ③13:15 
 ④14:00 ⑤14:45 各回先着10名 無料 

⑫ クリップモーターを作ってみよう！ 
 ～どうしてモーターはまわるの？～ 

身近な物（乾電池･クリップ･磁石）を利用してモーターを作り、
そのしくみを学習します。 
（省エネグループ） 

①10:30～11:30 
②13:00～14:00 

各回先着20名 
小学３年生以上 200円 

⑬ バナナパンケーキを作って 
                  ティータイム 

作り手が正当な対価を受け取ることができるフェアトレードのバ
ナナを使ったパンケーキ作り。おいしく楽しくエコを学びます。 
（グリーンコンシューマーグループかわさき） 

13:30～15:00 先着24名 
(小学生以上) 50円 

⑭ ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ宣言で 
    バルーンアートプレゼント 

ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ宣言にご記入いただくと、様々な種類の
可愛いバルーンアートをプレゼントします。 
（川崎市地球温暖化防止活動推進センター） 

10:30～15:00 材料がなくなり
次第終了。 無料 

⑮ Ｘチェンジ 
衣類・服飾品・文房具等の不用品交換会。不用品は事前受付もし
ています。（お一人3点まで・詳細は当センターホームページま
たはチラシをご参照ください。） 
（川崎市地球温暖化防止活動推進センター） 

11:00～15:00 
※当日受付は11:00迄 

交換品がなくな
り次第終了。 無料 

⑯ 自転車発電 自転車をこいで発電体験。 
（川崎市地球温暖化防止活動推進センター） 10:30～15:30 － 無料 

⑰ エコカフェ 
本チラシのクーポン持参でお飲み物を無料サービス。さらにマイ
カップを持参するとプチお菓子のプレゼントもあります。 
（川崎市地球温暖化防止活動推進センター） 

10:30～15:00 飲物等がなくな
り次第終了。 無料 

⑱ おもちゃ病院 

おもちゃドクターによる無料修理です。 
※修理希望おもちゃと新品乾電池（乾電池使用の場合）を持参し 
 てください。 
※修理に日数を要する場合や部品代がかかる場合、故障内容によ 
 っては受付不可の場合があります。 
（ＮＰＯ法人おもちゃ病院） 

13:00～15:00 
開催時間内受付
分のみ対応。 
(1世帯1個まで) 

 
無料 

 

⑲ 環境絵画展・表彰式 
「未来のためにいま選ぼうわたしのできるエコ」をテーマに市内
小学生から応募いただいた絵画作品を展示します。川崎市長賞を
含め優秀作品の表彰式も行います。 
（川崎市地球温暖化防止活動推進センター） 

展  示:12/13(水)～12/16(土) 
       8:30～21:00 
 

表彰式:12/16（土） 
    14:30～15:00 

― 無料 

⑳ たちばな風景写真展 地元の美しい風景写真をお楽しみください。 
（たちばな農のあるまちづくり推進会議） 

12/13（水）～12/16（土） 
8:30～21:00 ー 無料 

㉑ 自由研究展示・発表会 市内小学生の優秀作品の展示と優秀作品受賞者の発表を行います。 
（川崎市地球温暖化防止活動推進センター） 

展  示:12/1(金）～12/16(土) 
       発表会終了迄展示 
 

表彰式:12/16（土） 
    13:30～14:00 

ー 無料 

㉒
  環境団体・企業パネル展示 

環境団体や企業の環境に関する取組み等の紹介パネルを展示して
います。お楽しみコーナーもあります。 
（川崎市地球温暖化防止活動推進センター） 

10:30～15:30 ― 無料 

㉓ 
ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥセミナー 
「電気自動車を巡る世界の動向と 
       日産自動車の取組み」 

日産自動車株式会社 渉外部担当部長 永澤 実 氏より電気自動車
の動向についてお話しをしていただきます。（詳細は当センター
ホームページまたはチラシをご参照ください。 
（川崎市地球温暖化防止活動推進センター） 

13:00～14:30 
先着40名 
事前予約 
当日枠有 

無料 

㉔ 映画上映 
「０円キッチン」 

食材廃棄の問題に着目したエンタメ・ロードムービー。午前と午
後の２回上映します。（詳細は当センターホームぺージまたはチ 
ラシをご参照ください。） 
（川崎市地球温暖化防止活動推進センター） 

①10:30～12:00 
②15:15～16:45 

先着40名 
事前予約 
当日枠有 

無料 

※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。※詳細は当日配布のプログラムも併せてご参照ください。 

■ご参加は当日各会場にて受付となります。（会場は、当日のプログラム等でご確認ください。） 
■一部事前申込みが必要なイベント（特別上映・COOL CHOICEセミナー）がありますが、定員に余裕がある場合は、当日受付も致します。 イベント一覧 

その他当日お楽しみイベントも予定しています！ 

) 



 
 
 

【出品方法】 
  ■１点につき１枚、裏面のカードに必要事項を記入して、品物と一緒にご提出ください。 
 

【商品の持込み方法】 
  ■事前持込：当センター開館日にご持参ください。（事前にチケットと引き換えますので、当日忘 
         れずにご持参ください。） 
 

     ■当日持込：開催日11時迄にご持参ください。（チケットと引き換えます。) 

不用になった物を 
みんなで 

交換しませんか？ 

川崎市地球温暖化防止活動推進センター主催で開催される「第５回かわさき環境フォーラム」にて、昨年も好評を 
いただきました不用品の交換会「Xチェンジ」を今年も開催いたします。皆さまのご参加お待ちしております。 

１２月１６日（土） １１：００～１５：００ 

高津市民館１１Ｆ（第５回かわさき環境フォーラム会場にて） 

開催日時 

開催場所 

 
 

【出品できる品物】 
    ■衣類（大人・子ども・男女問わず） 
     ■服飾品（アクセサリー・ベルト・帽子等） 
   ■文房具・子ども向けグッズ（おもちゃ･ファンシーグッズ等） 
    ※衣類は、洗濯されていない物･破れやほつれがある物･大きなシミや穴等が 
    ある物･ボタンやファスナーが破損している物等、着用に支障がある物は 
        出品できません。また、こちらの判断でお引き受けできない場合もありま 
    すので、予めご了承ください。 
    ※文房具･子ども向けグッズは、著しく汚れた物･壊れた物等の使用に支障が 
        ある物は出品できません。 
   ※今回は上記以外の食品や電化製品及び家具類等は出品できません。  
    ※残った商品を引き取り希望にした場合は、別途当センターまで受け取りに 
        来所願います。 
 

【ルール】 
   ■お一人３つまで出品できます。 
    ■１点につき「Xチェンジ引換券」１枚となります。 
    ■開催日にお好きな物と交換してください。 

参加方法 

出品にあたって 

「第５回かわさき環境フォーラム」のクイズ
ラリーに参加すると、「Xチェンジ引換券」１
枚と交換できます。 

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）  
〒２１１-００１１ 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     Ｅメール：ofiice@kwccca.com  ＵＲＬ http://www.cckawasaki.jp   

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。 

衣類 服飾品 
文房具 

子ども向け 

ＧＯＯＤs 

不用品交換会 

丸井 

高津市民館は溝の口駅前 丸井の上１１Ｆです 

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 

 かわさき 
 環境フォーラム 

楽しみながらエコを学ぶ、年に一度の環境イベント  

１２月１６日（土） １０：３０～１５：３０ 
※詳しくは別途チラシをご参照ください。 



Ｘチェンジ inかんきょうフォーラム Ｘチェンジ  in かわさき環境フォーラム Ｘチェンジ inかんきょうフォーラム 

Ｘチェンジ  in かわさき環境フォーラム 

XＸチェンジ  in かわさき環境フォーラム 参加申込書 

氏  名 
ふりがな） 

住  所 〒 

電話番号 
当日の来場               あり        なし 事前持込みの場合は、いずれか

にチェックしてください。 

Xチェンジ in かわさき環境フォーラム 

品  名 パーカー(女児） 

サイズ等 110ｃｍ 

メッセージ 

保育園でフード付の洋服が
NGだったので、一度しか着
ていません。 
サイズは110cmですが、
ちょっと大き目です。 

品物が 
残った場合 

   引取希望     処分希望 

センター  
記入欄 

Ｘチェンジ inかんきょうフォーラム Ｘチェンジ  in かわさき環境フォーラム 
Xチェンジ in かわさき環境フォーラム 

品  名 

サイズ等 

メッセージ 

品物が 
残った場合 

   引取希望     処分希望 

センター  
記入欄 

✔ 

Ｘチェンジ inかんきょうフォーラム Ｘチェンジ inかんきょうフォーラム Ｘチェンジ  in かわさき環境フォーラム 
Xチェンジ in かわさき環境フォーラム 

品  名 

サイズ等 

メッセージ 

品物が 
残った場合 

   引取希望     処分希望 

センター  
記入欄 

Ｘチェンジ inかんきょうフォーラム Ｘチェンジ inかんきょうフォーラム Ｘチェンジ  in かわさき環境フォーラム 
Xチェンジ in かわさき環境フォーラム 

品  名 

サイズ等 

メッセージ 

品物が 
残った場合 

   引取希望     処分希望 

センター  
記入欄 

▼下記申込書に品物ごとに必要事項を記入してください（お一人様３点まで出品できます）▼ 


