-同時開催-

第８回

かわさき
環境フォーラム

環境エネルギー･ラボ
2020 in たかつ

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

事前申込
先着順
申込締切

２０２０年

事前申込不要や当日枠でご参
加できるコーナーもあります。

１２月１３日（日）

高津市民館

１２月４日（金）
１７時必着

武蔵溝ノ口・溝の口駅前
ノクティ２-１１階・１２階

１０：３０～１５：３０

当日会場で来場者アンケートと

入場無料

ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ宣言で
オリジナルグッズプレゼント！
※オリジナルグッズがなくなり次第終了となります。

エコや環境を楽しく学べる工作や体験等
工作

体験
環境講座

おもちゃの
病院

不用品
交換会

映画

地域の環境団体や施設等のパネル展示

■市民が創る脱炭素化社会 ～欧州の気候市民会議に学ぶ～

環境活動や取組み等の紹介ＷＥＢ出展

■“自然の電気”の選び方
■環境リモート番組“世代を超えて共有したいエコなストーリーズ”
■ごみ分別講座

写真・絵画等展示
※詳細はホームページ等をご参照ください。
※内容は予告なく中止や変更する場合がありますので、予めご了承ください。

会場アクセス

ホームページよりお申込みください
申込受付期間：１１月１５日（日）～１２月４日（金）１７時必着
https://www.cckawasaki.jp/kwccca/
※ご参加可能な方へは、お申込み数日後から１２月８日（火）迄に
メール にてご連絡いたしますので、info@kwccca.com より受信
可能な状態にしてくださいますようお願い致します。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご理解とご協力をお願いします
●ご来場時の総合窓口での体調チェック及びご参加にあたっての名簿のご記入等。
●各コーナーでの感染防止対策への協力。
●マスク着用でご来場（ご参加）。（マスクはご自身でご用意願います。）
●咳エチケット、手洗い及び手指の消毒、周囲の方との間隔の確保。
●混雑緩和のための参加者や参加者の付き添い等の人数制限。
●今後の感染状況等によるイベント自体や一部ワークショップの中止及びプログラム変更等。
●下記の方はご来場をご遠慮ください。
・イベントの開催日より１４日以内に海外への渡航歴がある、もしくは渡航歴のある方と接触された方。
・発熱症状や体調がすぐれない場合。

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２分

お問合せ先

川崎市地球温暖化防止活動推進センター
（開館10:00～17:00 月・火休館）
〒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
ＴＥＬ：０４４-８１３-１３１３

ＦＡＸ：０４４-３３０-０３１９

https://www.cckawasaki.jp/kwccca/

【第 ８ 回 か わ さ き 環 境 フ ォ ー ラ ム 】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：川崎市、ＣＣ川崎エコ会議
【環境エネルギー･ラボ２０２０ in たかつ】主催：環境エネルギー･ラボ実行委員会（東京都市大学、産業能率大学、エネルギー･環境子どもワークショップin川崎実行委員会、二子玉川エリアマネジメンツ、川崎市地球温暖化防止活動推進センター、
ＮＰＯ法人 せたがや水辺デザインネットワーク、(一財)世田谷トラストまちづくり、川崎市、世田谷区）

■■■■■■■■■ 事前申込のコーナーは先着順・お一人様２講座までお申込みいただけます ■■■■■■■■■
～各講座の詳細は、当センターホームページも併せてご参照ください～

ご来場時のコロナウイルス感染拡大防止へのご協
■各講座の対象をご確認のうえお申込みください。（対象外のお申込みは無効となりますので、ご了承ください。）
力を踏まえたうえでのお申込みをお願いします。
■ホームページよりお申込みください。（ホームページ以外からの申込はできません。）
また、感染状況等により、本イベントの中止や、
■お一人様１回２講座まで申込みいただけます。（複数回のお申込みはご遠慮ください。）
■事前申込みのコーナーは全て先着順となります。（事前受付で定員に達していない場合等は、お申込み締切後の継続受付や当日枠を設ける場合があります。）予告なくプログラム変更等をする場合が
ありますので、予めご了承ください。
■ご参加可能な方には、申込後数日から１２月８日（火）迄の間にメールにてお知らせします。（info@kwccca.comから受信可能な状態にしてください。）
■当日各自ご用意いただく持ち物があるコーナーもあります。（ご参加可能メールにてご案内します。）

～当日ご参加いただく際は、各会場での密を避ける為、ご参加者様に付き添いされる場合は１名様迄、また、各コーナーのコロナウイルス対策にご協力願います～
イベント名（出展団体）

Ａ

開催時間

間伐材を使ったコースター作り
（世田谷区環境政策部環境計画課）

Ｂ

森のアトリエ ～どんぐりを使っておもちゃを作ろう～
（生田緑地 日比谷花壇･日比谷アメニス･東急ファシリティサービス共同事業体）

Ｃ

ぷち万華鏡
（かわさきエコ暮らし未来館）

Ｄ

楽しく学ぼう！環境工作教室 ～ＥＲＣＡの２０％～
（独立行政法人環境再生保全機構）

Ｅ

プラスチッククイズと「プラ」でプラバンづくり
（３Ｒ推進プロジェクト）

工

Ｆ

Ｇ

定員

参加費

対象

事前申込

各回６名

無料

特に無（未就学児は
保護者1名様迄同伴)

必要

①10:30～11:00
③13:00～13:30
⑤14:30～15:00

②11:15～11:45
④13:45～14:15

①10:30～11:00
③13:15～13:45

②11:15～11:45
④14:00～14:30

各回１０名

３００円

5歳～小学４年（未
就学児は保護者1名
様迄同伴可）

必要

①10:30～11:00
③12:45～13:15
⑤14:15～14:45

②11:15～11:45
④13:30～14:00
⑥15:00～15:30

各回７名

無料

特に無

必要

①10:30～11:00
③13:00～13:30
⑤14:30～15:00

②11:15～11:45
④13:45～14:15

各回５名

無料

特に無

必要

各回１０名

無料

特に無

必要

①13:30～14:00
②14:15～14:45
③15:00～15:30

ぶくぶく燃料電池のしくみを体験してみよう
～水素と酸素で電気を作ってみよう～

①10:30～11:30

②13:00～14:00

各回１０名

無料

小学４年生以上

必要

①10:30～11:00

②13:00～13:30

各回７名

５００円

特に無（小学２年生
以下は保護者1名様
迄同伴）

必要

１０名

無料

小学4年生以上

必要

（省エネグループ）

ソーラーオルゴールのバースデーカードを作ろう（体験コーナー有）
（ソーラーチーム）

作

Ｈ

災害時も役立つ廃油ロウソクを作ろう

14:30～15:15
（川崎サバイバル）

Ｉ

まつぼっくりクリスマスツリーづくり

①10:30～11:30

②11:30～12:30

各回５名

無料

特に無

必要

①10:30～11:00
③12:45～13:15
⑤14:15～14:45

②11:15～11:45
④13:30～14:00
⑥15:00～15:30

各回５名

無料

特に無

必要

①12:00～12:45
③14:00～14:45

②13:00～13:45

各回５名

３００円

小学３年生以上

必要

10:30～15:30

特に無

無料

特に無

不要

10:30～15:30

特に無

無料

小・中学生

不要

10:30～12:00

１０名

１００円

特に無（子供は保護
者1名様迄同伴可）

必要

10:30～15:30

特に無

無料

特に無

不要

①10:30～11:50
②13:00～14:20

各回２５名

無料

特に無

必要

10:30～12:30

会場または
オンライン
各５０名

無料

特に無

必要

各回６名

無料

特に無

必要

13:30～15:00

会場または
オンライン
各５０名

無料

特に無

必要

14:30～15:30

会場または
オンライン
各２５名

無料

特に無

必要

（みどりなくらし）

Ｊ

森をまもろう大作戦！ ～ヒノキのネームプレート作り～
（三井不動産レジデンシャル㈱）

Ｋ

風力発電機を作ろう
（川崎市地球温暖化防止活動推進センター）

Ｌ

発電体験と発電所見学募集
（東京電力パワーグリッド㈱/㈱ＪＥＲＡ川崎火力発電所）

体

Ｍ

みんなで描く２０５０年のみらい
（川崎市環境局地球環境推進室）

験

Ｎ

[エコクッキング] Ｍｏｔｔａｉｎａｉパーティー

～食品ロスになりそうな食材を持ち寄ってクッキング～
（グリーンコンシューマーグループかわさき）

[体験型ゲーム]
Ｏ

ＣＯＯＬに選択
めざせＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥマスター
（川崎市地球温暖化防止活動推進センター）

映

[映画上映]
Ｐ

（2本立て）

画

●プラスチックごみ ～日本のリサイクル幻想～
●グリーン ～森をおわれたオランウータン～
（川崎市地球温暖化防止活動推進センター）

[環境リモート番組]
Ｑ

世代を超えて共有したい
エコなストーリーズ
（川崎市地球温暖化防活動推進センター）

講

Ｒ

[環境講座]

ごみ分別講座
（川崎市環境局宮前生活環境事業所）

座

[環境講座]
Ｓ

市民が創る脱炭素化社会
～欧州の気候市民会議に学ぶ～

①11:00～11:45
③13:00～13:45

②12:00～12:45
④14:00～14:45

（川崎市地球温暖化防止活動推進センター）

Ｔ

[環境講座]“自然の電気”の選び方

～将来世代のためこれ以上地球温暖化が進まないように～
（ＮＰＯ法人おひさまプロジェクト）

おもちゃの
病院
写真/絵画等
展示

日
時 ▶ １２月１３日（日）１１:００～１５:００
定
員 ▶ 先着２０件（一世帯２個まで）
申 込 先 ▶ 事前電話予約制
📞０９０-３２２４-２８１７

不用品交換会
Ｘチェンジ
（詳細は別紙チラシ参照）

先着順・事前参加時間予約制（各回先着７組１４名様迄）
時 ▶ １２月１３日（日）
①11:00～11:20
②11:30～11:50
③12:00～12:20
④13:00～13:20
⑤13:30～13:50
⑥14:00～14:20
品物受付 ▶ １１月２５日（水）～１２月９日（水）10:00～17:00
日

月・火休み

■ステキに映え農フォトコンテスト２０２０（川崎市高津区役所）
▶ １２月１０日（木）１３:００～１２月１７日（木）１２:００迄
■エコシティたかつ ～大地の凸凹から考える～（川崎市高津区役所）
▶ １２月１３日（日）１０:３０～１５:３０
■市内中学生が描くＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥアート（川崎市地球温暖化防止活動推進センター）▶ １２月１０日（木）１３:００～１２月１７日（木）１２:００迄

パネル出展（当日会場）
～活動紹介や事例・環境に関するテーマ展示をします～
■グリーンコンシューマーグループかわさき
■３Ｒ推進プロジェクト
■省エネグループ
■ソーラーチーム
■川崎たねだんごプロジェクト

■川崎市環境局地球環境推進室
■一般社団法人川崎青年会議所
■独立行政法人環境再生保全機構
■ＣＣなかはら
■川崎サバイバル

ＷＥＢ出展（１１月末～）
～当センターホームページ等の専用サイトで出展します～
■川崎市橘リサイクルコミュニティセンター
■グリーンコンシューマーグループかわさき
■省エネグループ
■独立行政法人環境再生保全機構
■川崎市高津区役所まちづくり推進部企画課

https://www.cckawasaki.jp/kwccca/

https://kwccca2020.wordpress.com/

出展団体敬省略（順不同）

