
④触れてみよう！矢上川の生きもの
川崎市の西南部を流れる矢上川の
生き物がやってくる！
開催時間/15:00 ～18:30
費　　用/無料
対　　象/年齢制限なし
協　　力/矢上川で遊ぶ会　　

②廃ガス管を活用した万華鏡づくり ★
廃棄されるポリエチレン製ガス管を再利用し、
手作り万華鏡を作ります。
開催時間/①15：00 ②15：40 ③16：20④17：00 ⑤17：40
所要時間/約40分　定　　員/各回10名、合計50名
対　　象/年齢制限なし(幼児は同伴者の手助けが必要です)
費　　用/無料　協　　力/東京ガス株式会社川崎支店　

①防災エコグッズづくり ★
身の回りのもので、災害時に役立つエコグッズ作成を
行います。
開催時間/①15:00②15:40③16:20④17:00⑤17:40
所要時間/約30分
定　　員/各回10名、合計50名
費　　用/無料　　協　　力/CCなかはら

⑤ごみ分別人形劇「分けるとスッキリ！」
川崎フロンターレのキャラクターふろん太とワルンタが登場
するごみ分別人形劇を上演します。
開催時間/①16：50  ②17：50
対　　象/年齢制限なし
費　　用/無料
協　　力/人形劇団ひとみ座

⑥かわさきエコキャラクイズラリー
川崎市のエコキャラクターが出題するエコクイズに
チャレンジしてグッズをゲットしよう。
開催時間/15:00 ～18:30
対　　象/年齢制限なし
費　　用/無料
定　　員/景品がなくなり次第終了

⑦Hondaキッズバイク
子どもたちにバイクの仕組みや面白さを体験して
もらいながら、エコドライブ体験学習ができます。
開催時間/15:00 ～18:00
対　　象/年中～小学生まで（40名限定）
費　　用/無料
協　　力/本田技研工業株式会社　

⑧火を使わないエコ気球に乗ろう！★
ヘリウムガスの入った大型バルーンに
乗って等々力を空中散歩しよう
開催時間/15:00 ～18:30
費　　用/後援会会員300円・一般500円（50名程度）
対　　象/小人（5歳～）　35kg以下
協　　力/銀星アド　※強風時中止　　　　

⑨「ダンボールガシャ作り」ブース★
ボンボンTVさんが、番組で行なっている実験
チャレンジの体験ブースを出展します！ 
開催時間/15:00 ～18:30
対　　象/年齢制限なし（先着200名）
費　　用/500円
協　　力/ボンボンTV

⑯純銀アクセサリー作り★　
モールドに銀粘土を詰めるだけなのでお子様でもご参加頂けま
す。世界に一つだけのフロンターレグッズを作ってみませんか？
開催時間/①15：00 ②15：30 ③16：00 ④16：30 ⑤17：00 ⑥17：30
定　　員/各回先着10名　計60名　
費　　用/後援会会員:800円　一般:1,000円
協　　力/相田化学工業（株）

⑭Doleオーガニックチョコバナナクレープ販売
Dole「おいしい有機バナナ」を、黒米粉を使用したオーガニック
生地でやさしく包んだ「オーガニックバナナクレープ」を販売
開催時間/15:00 ～18:30
販売価格/後援会員400円
　　　　　一　　般500円
協　　力/Dole

⑫オリジナルマグカップ作り★
自分だけのオリジナルマグカップを作ってエコな生活を楽し
みましょう！
開催時間/①15:00 ②16:00 ③17:00
所要時間/30 ～ 50分 　定　　員/計40組　
費　　用/後援会会員700円　一般800円
協　　力/日本環境設計

⑮食品サンプル作り★　 
今回は「かわさきマイスター」にも選ばれた田中司好さんもブース
で直接アドバイスを行っていただきます! 
開催時間/①15:00 ②15:50 ③16:40 ④17:30
所要時間/約40分（各回20名　計80名）
費　　用/後援会会員800円　一般1000円
協　　力/有限会社つかさサンプル

⑩ウェアリユース体験★
着なくなったフロンターレウェアが眠っていませんか？そん
なウェアが簡単リユースでエコなバッグに大変身します！
開催時間/①15:00 ②15:40 ③16:20 ④17:00 ⑤17：40
所要時間/約30分（各回20名　計100名）
費　　用/後援会会員300円　一般500円
協　　力/川崎フロンターレ衣装部（川崎フロンターレ公認）

⑪ペーパークラフトでイルカを作ろう★
ペーパークラフトでイルカを作り、イルカの生態やイルカが
暮らす海や地球の環境について学ぼう！
開催時間/①15:00 ②15:50 ③16:40 ④17:30
定　　員/年齢制限なし（各回18名　計72名）
費　　用/後援会員500円　一般700円
協　　力/アイサーチ・ジャパン

⑬タブレットを使ってエコな暮らしを考えよう！★
地球問題改善のために、みんながやるべきことを考えよ
う！！
開催時間/①15:00 ②15:50 ③16:40 ④17:30
所要時間/30分　小学生以上　
費　　用/無料（各回12名　計48人）
協　　力/CC等々力

⑰水平コマ型日時計をつくろう！
太陽の動きで時間がわかる日時計を作ります。移動天文車
「アストロカー」も展示！
開催時間/15:00 ～18:30
所要時間/約15分～20分　先着100名
費　　用/無料　年齢制限なし
協　　力/かわさき宙と緑の科学館

⑳たねだんごを作ってみよう！
泥遊び感覚でこねた土に肥料を入れ、花の種をつければ、た
ねだんごが出来上がります。おうちの花壇やプランターに植
えて、育ててみよう♪
開催時間/15:00 ～18:30（先着50名）
費　　用/無料　年齢制限なし
協　　力/川崎たねだんごプロジェクト

③かざぐるまを作ろう！
がざぐるまを作って、遊んで、
風の力を学びましょう！
開催時間/15:00 ～18:30
対　　象/年齢制限なし
費　　用/無料
協　　力/東芝未来科学館

㉗遊んで学ぼう分別クイズ
クイズなどを通して、楽しく遊びながらごみの歴史や分別ルー
ルを学びましょう！
開催時間/15:00 ～18:30
所要時間/1回3分程度
費　　用/無料　年齢制限なし
協　　力/川崎市環境局生活環境部減量推進課

⑱エコロジー・オープンカフェ ★　　　
タンブラー、マイカップ持参でコーヒー20円引き。
オリジナルタンブラー作りも同時開催。
開催時間/15:00 ～18:30
協　　力/スターバックスコーヒー武蔵小杉北口店
■オリジナルタンブラー作り①15：00 ②16：00 ③17：00
費　　用/1,620円

※事前告知チラシからブースの配置に変更があります
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⑲オリジナルマイバックを作ろう ★
オリジナルマイバッグを作って、
エコな買い物をしよう！
開催時間/①15:00②15:40③16:20
　　　　　④17:00⑤17:40　各回10名
費　　用/200円　年齢制限なし
協　　力/グリーンコンシューマーグループかわさき

㉒クラッカーパラシュートを作って遊ぼう♪ ★
資源ごみが楽しいオモチャに大変身！楽しく作って、楽しく
遊んで、資源の大切さを学びましょう。
開催時間/①15:00②15:45③16:30
　　　　　④17:15　各回10名
費　　用/無料　年齢制限なし
協　　力/かわさきエコ暮らし未来館

㉓COOL CHOICE VR体験
温暖化が進んだら未来はどうなってしまうの？経験したこと
のないような気候の変化をＶＲで体感しよう。
開催時間/15:00 ～18:30
所要時間/10分程度
費　　用/無料　13歳以上対象
協　　力/川崎市環境局地球環境推進室

㉔ペーパークラフトで未来（MIRAI）のエコカーをつくろう
水素で走るエコカー「MIRAI」のペーパークラフトを通じて、
エネルギーのことを考えてみよう！
開催時間/15:00 ～18:30
所要時間/10分程度
費　　用/無料　年齢制限なし
協　　力/川崎市環境局地球環境推進室

㉕アオゾララボ「作ろう！瞬間冷え冷えパック」 ★
「尿素」を使って瞬間冷却材の手作り実験に挑戦。楽しく作っ
て、科学のおもしろさを体験しよう！
開催時間/①15:00②15:30③16:00
　　　　　④16:30⑤17:00⑥17:30
対　　象/小学生以上　無料
協　　力/川崎市環境総合研究所

㉖「森の妖精モリオン」による花の種の配布
川崎を緑でいっぱいにするためにがんばって
いるモリオンに、ぜひ会いに来てください。
開催時間/15:00 ～18:30
費　　用/無料（なくなり次第、終了）
協　　力/川崎市建設緑政局緑政部みどりの協働推進課、
　　　　 公益財団法人川崎市公園緑地協会

㉑ペットボトルキャップで帽子型マグネットを作ろう！ ★
オリジナルのマグネットを作りながら、資源物の分別ルール
について、楽しく学びます。
開催時間/①15:00②15:45③16:30④17:15
　　　各回10名
費　　用/無料　年齢制限なし
協　　力/王禅寺エコ暮らし環境館

★印のアトラクションには参加券が必要です。14:30（開園30分前）にそれぞれのブースで参加券を販売または配布いたします。
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