くらしき エ コ の日

くらしき
日時

環境 フェスティバル
家 族 み ん な で あ そ び に き て ね！

6.3

2017.

9：30～15：00

水島愛あいサロン

場所

土

倉敷市水島東千鳥町 1-50 ※裏面に詳しい地図がございます。

雨天決行
場所

鉄道模型大集合！
！

東館コミュニティ
フロア

『6 月は環境月間です！』

入場無料

な「りんてつ」から新幹
身近
線ま
で
いろんな鉄道模型
が
愛あいサロンにやってき
ます
！

「環境」って難しそうですが、車
のかわりに鉄道に乗るのも環境に
やさしいことなんです。
そんな「環境」について楽しく学

見に
来てね！

べるイベントを開催します。
みんなで遊びに来てね！

ぱい！
楽しいイベントがいっ
ビーチグラス
ネジロボットを作ろう アクセサリー作り

ホタルの写真
パネル展示

天ぷら油で
キャンドルづくり

色鉛筆
野鳥画展

屋外ブース

毛ばりを作って、
水棲昆虫を学ぼう。

バードカービング展と
ブローチ作り教室

プラスプーンで作る
ジェルオブジェ カブトムシ工作体験

浄化槽ってなに？

エコギャラリー

可愛いお家の
照明作り

エコライブラリー

屋内ブースへの行き方

芝生広場
エリア

２ルートあるよ！
「キリリッと参上！かつぶしまん」

①

アンパンマンと仲間たちの楽しいショーだよ！

6 月 11 日 (日) 開 催

「地域の食を知り、美しさと健康を！」
講 師 山田 まりや さん

1980 年生まれ。女優・タレントとしてテレビ、映画、
CM、舞台などで活躍。薬膳インストラクター、中
国漢方ライフアドバイザー、マクロビ オティック
セラピストほか資格多数。

講師

室谷 真由美 さん

ビューティーフード研究家・モデルとしてテレビ、映
画、飲食店のメニュー監修やセミナー講師などで
活躍。マクロビフードコンシェルジュ資格認定講師、
山田 まりや 室谷 真由美 野菜ソムリエほか資格多数。

時 間 13：30 〜15：30（開場 13：00） 入場無料

東館入口

東館１階
コミュニティフロア

②

環境
講演会

東館会議室

病院

車庫

西館４階

西館入口

東館入口

東館２階
会議室

環境学習教室

西館４階
エコギャラリー

(晴天時 )屋外芝生広場ステージ
(雨天時 )コミュニティフロア

階段を上がってね！

6/3

西館４階
エコライブラリー

駐輪場

10:00～
2
回目
14:00～
(土)
1 回目

水素
ステーション

トイレ

水素ステーションエリア

牛乳パックで
おもちゃを作る
リサイクル工作室

階段を
上がってね！

ライフパーク倉敷 大ホール
会 場 （倉敷市福田町古新田
940 番地）
定員

申込は環境学習センター

450 名（先着順） に FAX、Eメールで。
6 月7日（水）まで

※開催日および会場が上記イベントと異なりますのでご注意ください。

出展団体・企業

主催：倉敷市 後援：環境省 中国四国地方環境事務所
倉敷市消防局、岡山県警水島警察署、倉敷市一般廃棄物対策課、倉敷市クルクルセンター、おかやまエコマインドネットワーク、倉敷・総社 温暖化対
策協議会、
（株）明治 岡山工場、色で心を育てよう｢4 匹の子ぶた｣自宅教室 !!、(公財) 水島地域環境再生財団、岡山県立水島工業高等学校、URARA、岡山バー
ドカービングクラブ、子ども防災ネットワークおかやま(一般社団法人チカク)、水島臨海鉄道 (株)、下津井電鉄 (株)、両備ホールディングス (株)、倉敷
市交通政策課、認定 NPO 法人 おかやまエネルギーの未来を考える会、特定非営利活動法人 自然エネルギー・環境協会、倉敷友の会、倉敷市水道局、倉
敷市下水道部、倉敷市合併浄化槽設置推進室、水島海上保安部、中国四国地方環境事務所、蔵おこし湧々、岡山動物画の会、NI K環境(株)、(株) アース産業、
岡山県マスコット ももっち
西日本三菱自動車販売（株）
（
、一社）岡山県浄化槽団体協議会、岡山西温暖化対策地域協議会、
（公財）岡山県環境保全事業団 環境学習センター「アスエコ」、
岡山県マスコット ももっち
鉄道友の会東中国支部、
（株）Looop、フライフィッシャーアグリメントおかやま（FFA おかやま）、生活協同組合おかやまコープ（敬称略順不同）
※本事業は産廃税の拠出金により実施しています

水島臨海鉄道でご来場の方に

会場全部がフィールドだよ！

先着 600 名様 ! !

おかやまグルメ大集合★

グルメ券プレゼント♪

エコガチャガチャにチャレンジ！

緑のカーテンを育てよう！

水島グルメコーナー

先着 200 名様に 500 円分の
水島グルメ券をご用意して
います！

シールラリーに
挑戦して、素敵
なエコグッズゲ
ットのチャンス!

※ 9 時台に水島駅
下車の方が対象です。

ステージイベント

燃料電池車
水素ステーション
岡山県内で初めて設置され
た簡易水素ステーションと
燃料電池車の
見学ができま
す。

出典：本田技研工業㈱ホームページ

屋外芝生広場エリア
マイ箸・マイバッグづくり

体験ブース

（倉敷市一般廃棄物対策課）ものづくり

エコ工作

レジ袋や割り箸を使わないことは、
ごみの減量につながります。
限りある資源を大切にするために、
世界に一つだけの箸やバッグを
作ってみませんか。

展示ブース
環境に対する取り組み（もずく基金・
せとうち里海再生基金）の活動内容のパネル展示
※宅配コーナーにて「無料のガラポン・お菓子の試食コーナー」もあります。

太陽光発電の保守点検の必要性

（特定非営利活動法人 自然エネルギー・環境協会）
せっかく取り付けた太陽光
発電は 100% 発電させよう。

倉敷友の会

（倉敷友の会）

時間 11:15〜

地元水島でおなじみの
夢 Koi！がステージを
盛り上げてくれます！

FunFun シンフォニーバンド

時間 13:00〜14:00

屋内エリア

ネジロボット
（ストラップ）
を作ろう

（岡山県立水島工業高校）体験ブース

豊かな自然を守ろう

エコギャラリー

ホタルの写真パネル等展示、
DVD「ゲンジボタル」上映

展示ブース 体験ブース ものづくり

木彫りで作った鳥の展示及びブローチ作り。

①10:00 〜②13:00 〜、各定員 30 名、参加費 500 円

鳥を色鉛筆で、背景を水彩で描く画法で、
野生の鳥たちを生き生きと表現しました。

♪

伊東家の省エネ体験

体験ブース ものづくり エコ工作

究極のエコグッズ !! 世界にひとつだけの
マイうちわを作ろう！

水道展（倉敷市水道局）展示ブース

環境省中国四国地方環境事務所

（中国四国地方環境事務所）

体験ブース

燃料電池車「MECIA」に乗ろう

（岡山県立水島工業高校）

（水道局と管事業協会が合同で実施します。
）

水素と空気中の酸素から発電する
燃料電池は、環境に優しい発電方
法として注目されています。この
燃料電池で発電して動く小型電気
自動車「MECIA」に乗ってクリー
ンなエネルギーについて理解を深
めてください。

下水道展 in くらしき
環境フェスティバ ル

去年に引き続き、
プラスチックスプーンでリアルなカブトムシ
を作ります。ちょっとしたインテリアに、自分の机にあると
便利な可愛いおうちの照明を作ります。ネイルチップに
好きなネイルを塗って自分オリジナルの付けネイルを作り
ます。
中学生以下対象 参加費 500 円

（倉敷市下水道部）展示ブース

ゲームや実験、パネル展示を通じて、
下水道のおもしろさ、すごさを紹介します。

毛ばりを作って、水棲昆虫を学ぼう。

（フライフィッシャーアグリメントおかやま
（FFA 岡山）
）

公共交通機関使用推進PRコーナー
（下津井電鉄株式会社、両備ホールディングス株式会社、
水島臨海鉄道株式会社、倉敷市交通政策課）展示ブース
バスマップや時刻表の配布、
バス車両の展示、
バスグッズの販売、
鉄道の紹介パネルの展示、
鉄道用品の展示

展示ブース

3R の推進、ESD、地球温暖化
対策等のパネル展示。
環境クイズ参加者に粗品贈呈

水道水の大切さや、水道事業について、
市民の理解と関心を深めていただく
ことを目的に、パネル展示・なんでも
相談などをおこないます。

（4 匹の子ぶた）

体験ブース ものづくり エコ工作
紙パック工作を通じて紙パック
リサイクルの大切さを知ってもらう。

（環境学習センター「アスエコ」）

屋外水素
ステーションエリア

・本物そっくり！プラスプーンで作る
カブトムシ工作体験 体験ブース ものづくり
・可愛いお家の照明作り
・ネイルごっこ体験

（株式会社明治岡山工場）

オリジナルエコうちわづくり

（倉敷総社温暖化対策協議会（省エネグループ）
）

ガラス器に色砂を入れ模様を作り、
いろんな小物をトッピングし、
ジェルを流し込んで出来上がり！
！

牛乳パックでおもちゃを作る
リサイクル工作室

体験ブース ものづくり
ジャッキ体験・防災のおはなし
ペンダント、メモスタンドづくり 参加費 300 円〜

自分で作れる【MY 発電所キット】のご紹介。
電力の新しいスタンダードに【Looopでんき】のご紹介。

体験ブース ものづくり

フライフィッシングで使用するフライ
（毛ばり）
を制作するワークショップです。環境に敏感
な水棲昆虫を模した毛ばりを作りながら、
川の水質の事、
そこに生きる虫、魚について
お話します。 小学 3 年生以上対象 参加費 500 円

防災体験

（一般社団法人チカク）

展示ブース STOP温暖化

体験ブース STOP温暖化

はたらくくるま

海の図画展（水島海上保安部）展示ブース

「平成 28 年度 未来に残そう青い海・図画コンクール」
優秀作品15 点を展示。
海上保安業務の紹介および
海上環境啓発グッズの配布

体験ブース

小学生以下対象

木質ペレットストーブで温かさを
展示ブース STOP温暖化
体感しよう

（株式会社アース産業）
ごみが燃料になる。
ペレットのできるまで。
ペレットの活用方法。

電気自動車の展示

展示ブース

（西日本三菱自動車販売株式会社）
展示車両1〜 2 台、
パンフレット配布、
MPBでの給電 PR

至倉敷

お問い合わせ・お申し込み

倉敷市環境学習センター
〒712-8057

自然エネルギーをあなたのそばに

家庭でできる省エネ
（おトク・楽々できる）
クイズに答えてバルーンをもらおう！

体験ブース ものづくり

瀬戸内海の海ゴミの問題を
知るきっかけとして、ビーチ
グラスアクセサリー作りを
小学生親子に体験してもらう

（株式会社 Looop 大阪支店）

先着 200 名

参加費 300 円

体験ブース ものづくり エコ工作

使用済みや期限切れの油を利用し、
きれいな色のキャンドル作りをします。

東館会議室

（岡山バードカービングクラブ）

ビーチグラスアクセサリー作り

団体の紹介とイベント
（今までの
もの、これからのもの）
の紹介

体験ブース

小中学生対象
参加費 200 円

（
（公財）水島地域環境再生財団） 小学生親子対象

体験ブース

体験ブース ものづくり エコ工作

故・梶田博司教授（川崎医療福祉大学）の
ホタルの写真パネル等の展示及び
DVD「ゲンジボタル」を上映し、ホタルの保護活動を PR。

（岡山動物画の会）展示ブース

おかやまエコマインドネットワーク

親子で絆、環境クイズを考えよう。
景品あり。金魚すくいもあります。

（蔵おこし湧々） 展示ブース

要事前
申 込

体験ブース ものづくり エコ工作
昭和 30 〜 40 年代のタイルや、
余ったタイルでフォトフレーム
などを作成してエコを勉強
しながら楽しむ。

（おかやまエコマインドネットワーク）

（岡山西温暖化対策地域協議会）

エコライブラリ

浄化槽啓発展示、
浄化槽ミニチュアモデル展示。

（倉敷総社温暖化対策協議会（住宅グループ）
）

どんぐりリサイクルの紹介、
ゆるキャラ エコ＆ピース
ラヴちゃんの参加

（認定 NPO 法人おかやま
エネルギーの未来を考える会）
将来世代が住みやすい地球である為に
自然エネルギーを活用しましょう。

幼児〜中学生対象

タイルでフォトフレームづくり

展示ブース

（NIK 環境株式会社）

工作で使うボルト、
ナット、ネジ
などを使って、自分だけのオリ
ジナルのロボットストラップを
作ってみませんか。高校生が
ていねいに教えてくれます。

ジェルオブジェ

（倉敷市合併浄化槽設置推進室）

色鉛筆野鳥画展

NIK 環境株式会社
どんぐりリサイクル

ものづくり

（URARA）参加費 500 円

展示ブース
浄化槽ってなに？
身近な河川を守るすごいやつ

場所：エコギャラリー
①10:00 〜 ②13:00 〜
●定員各30 名 ●参加費 500 円
申し込みは環境学習センターへ

午後のひと時は素敵な音色
とともにゆったり過ごしてみては。

天ぷら油でキャンドルづくり

エコ調理器具の鍋帽子展示と販売

木彫りでかわいい鳥 要事前予約
のブローチ作り体験
ができます。

消防車・救急車
9:30 〜12:00
パトカー・白バイ
13:00 〜15:00

（クルクルセンター）展示ブース

展示ブース
STOP温暖化

鳥のブローチ作り教室

みずしま夢 Koi・Koi！

展示ブース STOP温暖化

バードカービング展と
ブローチ作り教室

はたらくくるま大集合！
！

CO 2 を出さない自然エネルギーを
体験ブース STOP温暖化
活用しよう

おかやまコープ（おかやまコープ）

千屋牛や下津井のタコ、鴨方う
どんなど、おかやまの地元食材
を使ったグルメ
が目白押し！！
おいしいスイー
ツもあるよ！

ゴーヤやアサガオなど、
緑のカーテン用の苗を
プレゼント!!

倉敷市水島東千鳥町 1-50

TEL：086-440-5607 FAX：086-440-5605
E-mail：keec@city.kurashiki.okayama.jp

イベントの
詳しい内容は
HPに掲載中！
CHECK！
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水島中央公園

第五福田小学校

水島愛あいサロン
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に
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