
賛同登録がまだお済みでない方は、“COOL CHOICE かわさき”
または、こちらのサイトから賛同が出来ます。
http://www.cckawasaki.jp/kwccca/coolchoice

同時開催

お知
らせ

名古屋市女性国内研修生の訪問

瀋陽市からの環境技術研修生受け入れ

　2018年11月８日（木）、川崎市内のCO2削減、地球温暖

化対策に貢献する優れた取組を表彰する「スマートライフ

スタイル大賞」の表彰式が行われました。今年度で７回目

を迎え、最優秀賞には株式会社渡辺土木の「“CO2排出ゼ

ロの会社経営”への挑戦！」と株式会社イトーヨーカ堂グ

ランツリー武蔵小杉の「商業施設のECO、リサイクル、

CO2削減等への取組」が選ばれました。

　表彰式とあわせて開催されたCC川崎エコ会議シンポジ

ウムでは、受賞者の事

例発表とパネルディス

カッションが行われ、

温暖化対策の取組にお

ける貴重なお話を伺う

ことができました。

　今年のテーマはReborn！会場が川崎駅近くに変わった

だけでなく、初の併催展示会の「未来を創る川崎イノベー

ション展」やコラボ企画の「低炭素杯2019」など、来

て・見て・楽しめる展示や企画がいっぱいです！

　神奈川県の環境・エネルギー学校派遣事業として、11

月10、12、15日の３日間、２年生６クラス218名に「エ

コなお買い物でSTOP地

球温暖化」の出前授業

をしました。高校生へ

の授業は初めてでした

が、生徒さんたちは真剣

に聞いてくれました。

　名古屋市地域女性団体

連絡協議会などのメン

バーが９月末、２泊３日

で川崎の様々な施設等を

訪れました。当センター

からは川崎市民の環境へ

の取り組みを紹介しまし

た。参加者からは「私はこの研修に参加して、学びながら

実践につながっていない自分に気付き、大いに反省しました。

地球温暖化を止める責任は自分自身にあることを忘れず、

今ある地球を未来へつな

げるよう、今後の生活と

活動を進めていきます。」

というメッセージをいた

だきました。

　講座は６月から10月、基礎編５回と実践編５回を実施

し、環境分野の基礎知識と地域での活動の進め方について

学びます。今期は16名が修了し、既に川崎市地球温暖化

防止活動推進員になるなど、実際の活動に取り組み始めて

います。

会　期：2019年２月７日（木）・8日（金）
　　　　10：00～17：00
会　場：カルッツかわさき（川崎区富士見１－１－４）

　今年も多くの方にご来場いただいた「第６回かわさき環境

フォーラム」。2019年は12月14日（土）に開催を予定して

います。楽しく環境を学べるイベントとして、第７回もどう

ぞご期待ください。
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COOL CHOICE 2018

「COOL CHOICEかわさき」
特設ポータルサイトを開設

　川崎フロンターレの小林選
手のCMや、YouTubeなどで活
躍する３組の動画クリエイター
による動画を掲載しています。
３組のクリエーターの動画は、
若い感性でCOOL CHOICEにつ

いて３者３様に表現しています。

市民祭

　11月２日（金）～４日（日）の３日間、富士見公園一帯

で開催された「かわさき市民祭り」に参加しました。最

終日は小雨模様でしたが、多くの市民の方々が参加して

いました。私たちのブースはお祭り広場のステージ前に

あり、ガード下並みの音

量でしたが、その騒音（？）

にも負けないで賛同を呼

びかけました。その結果、

３日間で1,040名の賛同

を得ました。

COOL CHOICE　普及ツールを作成

　COOL CHOICE＝『賢い

選択』を楽しみながら伝え

られないかと知恵を絞って

います。今年度は、ダーツ

とすごろくを作成して、イ

ベント等で活用しています。

環境学習などの場でも活用

できると思います。使いた

い方は、センターまで申し

出てください。

ラゾ－ナでCOOL CHOICEイベント

　10月８日（月・休）にラゾーナ川崎で
開催された『＆ EARTH スマートライフプ
ロジェクト「まなぼう！あそぼう！CHOOL 
CHOICE ひろば」』に参加しました。新作
ツール「COOL CHOICE ダーツ」
と「エコちゃんずとナゾを解
こう！～地球温暖化からの脱
出～」と省エネ体験などを行
ないました。392人の方々に
COOL CHOICEの賛同をいただ
きました。

なかはら“ゆめ”区民祭

　 10月21日（日）に

等々力緑地で開催された

「第40回なかはら“ゆ

め”区民祭」に参加しま

した。秋晴れのなか、多

くの市民の方々が訪れま

した。COOL CHOICEの

ブースでは、CCなかはらの皆さんとダーツをつかって、

宣言の賛同をお願いしました。その結果、366名の賛同

を得ることが出来ました。

エコ暮らし環境館　クリスマスイベント

COOL CHOICEセミナー I　 持続可能な開発目標（SDGｓ）への貢献

　王禅寺エコ暮らし環境館のイベント「クリスマス環

境教室」に参加しました。12月１日２日の２日間、570

人が来場しました。

　COOL CHOICEコーナーでは、エコ輪投げ、ダーツ、す

ごろくを行ないました。

この活動は、麻生区の

推進員グループ【CCあ

さお】の協力で、２日

間、楽しく活動を行な

いました。

　12月15日の「かわさき環境フォーラム」と同時開催でCOOL CHOICEセミナーを行い
ました。川崎市のCOOL CHOICEの取組とオリンピック・パラリンピックの取組が環境
局担当者から紹介された後、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
務局持続可能性部持続可能性計画課の山下課長が「東京2020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」について話されました。セミ
ナー終了後は、参加者から活発な質疑応答があり、関心の高さが実感されました。

スマートライフスタイル大賞

かわさきエコテック

神奈川大学附属高校で環境出前授業
グリーンコンシューマーグループかわさき

　毎年、川崎市への瀋陽市環境技術研修生がCCかわさき

交流コーナーも訪問します。今年は11月７日（水）。市民、

当センターの地球温暖化防止への取組を紹介しました。

今年で21期目の

川崎市地域環境リーダー育成講座

COOL CHOICE かわさき 検索
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ごみ分別ゲーム
川崎市環境局宮前生活環境事業所

マイエコ10宣言

かながわ地球環境保全推進会議

謎ときゲーム
川崎市地球温暖化防止活動推進センター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

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

おさむら先生の実験ショー

 「見えない空気を見てみよう！」

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

じゃんけん大会

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

世界初のコバグライダ
100連射実演＆工作

コバちゃん
市内小学生による夏休み自由研究

優秀作品展示・発表

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

市内小学生による環境絵画展

優秀作品展示・表彰式

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

市内中学生が描いた
COOL CHOICE アート

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

いきもの救出大作戦

三井不動産レジデンシャル
Ｘチェンジ川崎市地球温暖化防止活動推進センター

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

ソーラーランプ工作
かわさき生活クラブ生活協同組合

風力発電工作

かわさき生活クラブ生活協同組合

風船で遊ぼう

ぷくぷくふうせん

リサイクルストラックアウト
王禅寺エコ暮らし環境館

エコドライブシミュレーター

川崎市環境局地球環境推進室

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

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

市民団体等パネル展示

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

COOL CHOICE セミナー川崎市地球温暖化防止活動推進センター

映画上映『ガラスの地球を救え！』

プロジェクト

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

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

ダンボールリース（工作）かわさきエコ暮らし未来館

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

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

環境ゲーム（エコ輪投げ）

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

プラを利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

おもちゃの病院

NPO法人おもちゃ病院

第６回
かわさき環境フォーラム

　展示では、川崎市内のメガソーラーの写真や、特色のある新電力会社（パルシ

ステム電力、GREENaでんき、湘南電力、グリーンピープルズパワー）を含む再

生可能エネルギーの拡大に取り組んでいる会

社を紹介しました。また、今話題の「RE100」

に関する展示も行ないました。（図）

　講座は「太陽光発電などの買取制度（FIT）

2019年問題を考える」と題し、山下勇一郎氏

（たまエンパワー株式会社）を講師に９月17日（月／休日）に開催し、25

名の参加者がありました。

再生可能エネルギーで作る電気の９月
テーマ展示・講座

　展示では、佐野デザイン事務所・ジェクト株式会社（中原工

房）・川崎市・昭和電工株式会社にご協力いただき、それぞれ

の環境への取組みについての紹介とマイクロプラスチックの問

題についてもふれました。また、同時開催として花王株式会社

のご協力のもと今年も「花王国際こども環境絵画コンテスト」

の入賞作品の展示を行いました。講座では、佐野デザイン事務

所の方を講師に同事務所の企画商品として、低CO2川崎ブラン

ドでも認定された緩衝材を利用したハロウィンリース作りの工

作教室を開催し好評のうちに終了しました。

３ＲとＳＤＧｓの10月
テーマ展示・講座

　生物多様性とは何か、なぜ生物多様性を大

切にしなければならないのか、持続可能な世

界を目指す上で、私たちに何ができるのかを

考えるヒントとなるパネル展示を行いました。

　11月25日には、ツチダイズミ氏による「た

わしと自然素材で作るクリスマスオブジェ：

たわしりすのクりすマス」工作講座が開催さ

れ、たわしで作った個性あるかわいいリスが

13個誕生しました。

生物多様性とSDGsの11月
テーマ展示・講座

　秋晴れの10月4日（木）一日かけて２事業者の見学会を開催し、

35名の参加がありました。午前は味の素株式会社の「ほんだし

コース」の見学で、環境配慮のポイントや体験、午後は中原区

にある信号器材株式会社でさまざまな道路標識の製造工程の見

学や路盤材について学び、有意義な見学会となりました。参加者

からは、「味の素さんの色々な物を使っていたが工場見学は初め

てで、とても清潔な工場でいかに衛生に気を遣っているのかが

分かり、説明や質問にもしっかり答えて頂けた」「信号器材さんは安全のために頑張っていることが分かり感

心し、廃棄物が出ないように工夫されていることも分かり嬉しく思った」などの感想が寄せられました。

エコぷらっとかわさきＣ３　秋の見学会

　12月15日（土）「第６回かわさきフォー
ラム」が開催されました。
　楽しく環境を学ぶ場として、今年も
多くの方々にご来場いただきました。

2018


