
平成３０年度 環境省 地域における地球温暖化防止活動推進事業

マルイ
ファミリー
溝口

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６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

入
場
無
料

１２月１５日（土） １０：３０～１５：３０
２０１８年

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

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

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

溝 の 口 駅 前
ノクティ２-１１階・１２階

高津市民館

エコ工作
コーナー

環境ゲーム
コーナー

エコ体験
コーナー

ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥセミナー in かわさき環境フォーラム

～持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）への貢献～
東京オリンピック・パラリンピック競技大会における気候変動・資源管理分野の取組

講 師：公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
総務局持続可能性部 山下 持続可能性計画課長

参加費無料・定員４０名（先着順）
※詳細は当センターホームページまたは別紙チラシをご参照ください。

第３回ごみゼロカフェ

～カワサキのミライの環境を考えよう～

参加費無料・定員30名（先着順）

※詳細は“ごみゼロカフェ”で検索。

おもちゃの病院

～当日ご持参ください～

※一世帯1個まで先着20件まで受付ます。
※乾電池使用のおもちゃは新品乾電池持参願います。
※ゲーム機等の精密機器は対象外となります。
※部品交換等で一部有料の場合があります。

環境アニメ映画上映（入場無料）

地球温暖化意識啓発アニメ
『ガラスの地球を救え！』プロジェクトより２作品上映

「地球との約束」 「私たちの未来」

手塚治虫が２１世紀の子ども達に託したメッセージを映像化した
大人から子どもまで楽しめるアニメ。（各３０分）

定 員：各回４０名（①10：30～ ②12：00～）
事前申込：事前に整理券を配布します。

※定員に満たない場合は当日券も用意します。
※整理券は、川崎市地球温暖化防止活動推進
センターにて１２月１日（土）より配布します。

川崎市の環境キャラクターが
やって来る！

エコちゃんず かわるん

不用品の交換会“Ｘチェンジ”事前申込受付中

衣類・服飾品等の不用品募集中！

※詳細は当センターホームページまたは別紙チラシをご参照ください。

お問合せ 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

http://www.cckawasaki.jp/kwccca/

第６回



イベント名（出展団体名）★＝主催者事業 開催時間 定員 参加費 対象等

工
作

ソーラーカー工作
（かわさき生活クラブ生活協同組合）

10:30～15:30 先着24名 100円
未就学児の場合
は保護者同伴

ソーラーランプ工作
（かわさき生活クラブ生協協同組合）

10:30～15:30 先着13名 100円
未就学児の場合
は保護者同伴

ダンボールリース
（かわさきエコ暮らし未来館）

①10:45～ ②11:30～ ③13:15～ ④14:00～ ⑤14:45～ 各回15名 無料 幼児以上

プラを活用したストラップ作りとごみ分別ゲーム
（３Ｒ推進プロジェクト）

10:30～12:30 先着50名 50円 特に無

川崎産ラベンダーを使ったオリジナルポプリ作り
（川崎たねだんごプロジェクト）

13:00～15:00 先着25名 500円 小学生以上

紙すきでクリスマスカード作り
（川崎市橘リサイクルコミュニティセンター）

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

各回5名 無料 小学生以上

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？

（省エネグループ） ①11:30～12:30 ②13:00～14:00 各回15名 200円 小学３年生以上

風船で遊ぼう
（ぷくぷくふうせん）

10:30～15:30 先着100名 100円 小学生以上

料
理

小松菜の蒸しケーキを作ってティータイム
（グリーンコンシューマーグループかわさき）

13:30～15:30 先着24名 50円 小学生以上

体
験
等

エコドライブシミュレータ―
（川崎市環境局地球環境推進室）

10:30～15:30 特に無 無料 特に無

リサイクルストラックアウト
（王禅寺エコ暮らし環境館）

10:30～15:30
参加賞がなくな
り次第終了

無料 特に無

手回し発電トラックレース
（生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ）

①11:30～ ②13:00～ ③14:30～ 特に無 無料 3歳以上

地球温暖化のしくみを探ろう！
（生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ）

10:30～15:30 特に無 無料 小学生以上

ごみ分別ゲーム
（川崎市環境局宮前生活環境事業所）

10:30～15:30
参加賞がなくな
り次第終了

無料 特に無

おひさまエネルギー体験とソーラーバッタ作り
（ソーラーチーム）

おひさまエネルギー体験 ▶ 10:30～15:30
ソーラーバッタ工作 ▶ ①10:30～ ②13:30～

ソーラーバッタ
工作は各回15名

ソーラーバッタ
工作は300円 特に無

謎解きゲーム ★ 10:30～15:30 特に無 無料 特に無

いきもの救出大作戦
（三井不動産レジデンシャル）

10:30～15:30 特に無 無料 特に無

じゃんけん大会 ★ 15:00～15:30 特に無 無料
自分でじゃんけ
んができる人

環境ゲーム（エコ輪投げ/ダーツ/自転車発電等）★ 10:30～15:30 特に無 無料 特に無

マイエコ１０宣言
（かながわ地球環境保全推進会議）

10:30～15:30 特に無 無料 小学生以上

Ｘチェンジ（不用品の交換会）★
11:00～15:00

（当日受付11:00迄）
品物がなくなり

次第終了
無料 引換券持参の方

実験ショー ★ ①11:30～ ②14:30～ 特に無 無料 特に無

展
示
・
発
表

市内小学生が描いた
環境絵画展 ★

展 示 ▶ 12/14（金）～12/19（水）8:30～21:00
表彰式 ▶ 14:30～15:00

特に無 無料 特に無

市内小学生による
夏休み自由研究展示・発表会 ★

展 示 ▶ 12/1～12/15（土）8:30～発表会終了迄
発表会 ▶ 13:30～14:00

特に無 無料 特に無

市民団体等パネル展示 ★ 10:30～15:30 特に無 無料 特に無

市内中学生が描いた
ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥアート ★

10:30～15:30 特に無 無料 特に無

たちばな風景写真展
（たちばな農のあるまちづくり推進会議）

12/14（金）～12/19（水）8:30～21:00
（最終日12:00迄）

特に無 無料 特に無

修
理

おもちゃの病院
（ＮＰＯ法人おもちゃ病院）

13:00～15:30
（受付15:00迄）

先着20件 無料
（有料の場合有）

小学生迄

映
画

映画上映『ガラスの地球を救え！』プロジェクト★ ①10:30～ ②12:00～ 先着40名 無料 事前申込み有

講
演

ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥセミナー ★
東京オリンピック・パラリンピック競技大会における気候変動・資源管理分野の取組 14:00～15:00 先着40名 無料 事前申込み有

■ご参加は当日直接会場での受付となります。（当日配布のプログラム等でご確認ください。）
■一部事前申込み可能なイベントもありますが、定員次第では当日枠もご用意致します。（当日ご確認ください。）
■内容は予告なく変更または中止する場合がありますので、予めご了承ください。

イベント一覧（予定）


