
あつまれ
ECOキッズ！

環境
映画
上映

みんなで顔を合わせてワイワイあそべる電気を使わない非電源ゲーム（ボードゲーム）。天井に届くような巨大なカードを積み上げていくドキド
キバランスゲームや、おばけのゲームなど、子どもから大人まで楽しめるドイツなど世界のボードゲームやカードゲームであそびます。

13:00 ～ 14:30　2 階 市民ホール

11:00 ～ 16:00　２階市民ホール前ホワイエ、多目的室

もってきてね
ぐるぐるコーナー

エコ素材で
作ってみよう楽しく知ろう！

エコなこと

楽しくエコするブース

3 階会議室
13:00 ～ 15:00

�����������������
気候変動　沈む島の記憶

おしえて ECOキッズ表彰式
未来ワークショップ政策提言
おしえて ECOキッズ作品展示

応募作品の中から、すてきなものを選んで表彰をします。また、どんなアイデアや
エピソードなのかを発表します。また、中高生対象に実施した未来ワークショップで
取りまとめた政策提言を市長に向けて発表します。

最優秀、優秀、入選、佳作、合計約150点の作品を展示します！

応募作品をまとめたハンドブックをプレゼント

体験プログラムの
お申し込みはこちら！

お問い合わせ　奈良県地球温暖化防止活動推進センター （NASO） 　Email ： otoiawase@naso.jp　☎： 0742-49-6730

申込先：奈良市環境政策課　あつまれ ECO キッズ係　
〒630-8580　奈良市二条大路南１−１−１

子どもの名前

住所
保護者名 当日連絡先

よみがな

学年 参加したい
プログラム

QR コードから
申込もできます

A おしごと　・　 B 電気を使わないゲーム
希望のプログラムに○をつけてください

電話：0742-34-4591　Fax：0742-36-5466　
メールアドレス：kankyoseisaku@city.nara.lg.jp

「おしえて ECO キッズ！」
ウェブサイト
http://naso.jp/naso-coolchoice/ecokids/

http://naso.jp/naso-coolchoice/ecokids/

親子で楽しむ
電気を使わない

ゲーム ■対象：小学生以上と保護者　■定員：12 人（多い場合は抽選）　■参加費：200 円
■要申込み：締切１/10（月）「氏名・ふりがな・年齢・住所・当日連絡先（携帯番号）」を記載の上お申し込みください。
■プログラム実施：奈良カフェ アナログゲーム部11:00〜13:00　

クイズなどで、
エコについて知ろう

楽しく遊んで
エコできちゃう！

エコな取り組みは
もっとある！

自然素材やリサイクル品
でつくる素敵なもの。

私のいらないモノは、誰かの
ほしいモノかも！繰り返し
使うととってもエコ！

※回収する品物は原則子どもが自分で持ってこれる範囲までとします。

「あつまれ ECO キッズ！」でスタッフになっておしごとをしてみよう！「子ども市民大学」で、エコとお金の関係について学んだあとに環境
NPO 団体などのブースでおしごと体験をしてもらいます。おしごとをすると、市内のお店等で使える奈良市ポイント 500 ポイントがもらえます。ECO キッズ

おしごと体験 ■対象：小学生、中学生　■定員：30 人（多い場合は抽選）　■費用：1,000 円（講師料・資料代・保険代等）
■要申込み：締切１/5（金）「子どもの名前・読み仮名・学年・住所・保護者名・当日連絡先（携帯番号）」を記載の上お申し込みください。
■企画運営：Women's Future Center　※必要な持ち物等詳細については、お申し込み後にご連絡差し上げます。10:00 ～ 14:00　

募集中
A

募集中
B

※応募の際にいただいた個人情報は適正に管理し、本イベントに関する連絡等にのみ利用させていただきます。

エネルギー、自然、リサイクル、衣食住に関わるエコなことを
いろいろなブースで遊んで、つくって、楽しく学ぼう！

自転車発電など自分で発電しよう
奈良ストップ温暖化の会（NASO）

自然や生き物に関するクイズ
奈良市まほろばシェアリングネイチャーの会

旬当てゲーム・エコカルタ
サークルおてんとさん

春日山について知ろう
春日山原始林を未来へつなぐ会

ひょうたんで作ろう！
音沙汰∞otozata∞ひょうたん工房

木の葉のしおりづくり
宙（おおぞら）塾

アフリカ布のしおり＆くるみボタン
JICA 関西

牛乳パック工作
近畿大学学生団体 FeeLink

あまり糸でミサンガづくり
ほっとねっと

もったいない陶器市
【回収するもの】食器のみ　＊ガラスや土鍋は不可

関西ワンディッシュエイド協会

ぬいぐるみと文房具のかえっこ市
【回収するもの】ぬいぐるみ（人形やおもちゃは ×）、文具類、

子どもの水筒、お弁当箱、ハンカチ、タオルなど
奈良市地球温暖化対策地域協議会３R プロジェクト

使わなくなったパソコンを
リユースして発展途上国へ送ろう

【回収するもの】ノートタイプパソコン
OS：windowsXP 以上、CPU：Core2 以降、メモリ：2G 以上
ぷろぼの ３Ｒマテリアルセンター

プラレールの回収
【回収するもの】プラレール（破損していないもの）、車両、レール

奈良市ポイント運営事務局
ラジオドラマ COOL CHOICE
ならどっと FM78.4MHZ

イオン奈良チアーズクラブ壁新聞
イオン奈良チアーズクラブ

防災と環境 災害にも役立つエコ
クレイアニメ上映など
もうひとつの学び舎（奈良 NPO センター）

ソーラーおもちゃ対決 
蓄エネワークショップ
京セラソーラー FC 奈良南、ア・マ・テ・ラ・ス

プラレール広場
紙ヒコーキ飛ばし大会
木のボールプール
主催者企画

※当日スケジュール等はお申込後にご連絡いたします。

エコな遊びを
体験しよう！

奈良市内の小・中学生を対象に募集した「おしえて ECOキッズ！」
の優秀作品の表彰と作品展示に合わせて、「たのしく ECO
を学ぶ」イベントを開催します。エコ＆自然を楽しむ体験
プログラムや、環境NPOの活動について学んでみたり、
「ECOキッズおしごと体験」も行います。「もっとエコで
くらしやすい未来のために」ぜひご参加ください！

エコな取組紹介展示

展示・プログラムテーマ エネルギー 3R（リユース・リデュース・リサイクル） 自然環境 衣食住 有料プログラム 奈良市ポイント付与
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近鉄奈良

三条通

■交通アクセス
・近鉄奈良駅より約１０分
・JR奈良駅より約１５分
※有料駐車あり。地球温暖化防止活動の一環
　として、できるだけ公共交通機関をご利用
　ください。

ならまちセンター
住所：奈良市東寺林町 38番地
　　　☎0742-27-1151

五重塔南円堂

奈良市
や
す
ら
ぎ
の
道

２０３０年
もっとエコでくらしやすい
未来のために

あつまれ
ECOキッズ！エ　　コ

おしえて ECOキッズ表彰式 ・発表会

ならまちセンター　
２階市民ホール、多目的室
３階会議室　
11：00 ～ 16：00

2018年

１
14（日）

奈良県地球温暖化防止活動
推進センター（NASO）
http://naso.jp

Women's Future Center、いこま育児ネット、奈良市ポイント事務局、コープ自然派奈良、
奈良県奈良の木ブランド課　

奈良市主催 運営

出展団体

協　力

http://naso.jp/naso-coolchoice/ecokids/

奈良市地球温暖化対策地域協議会（NEW）、近畿大学 FeeLink、関西ワンディッシュ
エイド協会、奈良ストップ温暖化の会、宙塾、奈良市まほろばシェアリングネイチャー
の会、サークルおてんとさん、春日山原始林を未来へつなぐ会、音沙汰∞otozata
∞ひょうたん工房、ほっとねっと、JICA関西、奈良カフェアナログゲーム部、京セラソー
ラーFC奈良南＆ア・マ・テ・ラ・ス、ぷろぼの、イオンチアーズクラブ奈良、もうひと
つの学び舎、ならどっと FM78.4MHZ

COOL CHOICE 
アイデアコンテスト

2017 参加しよう！
ECO なこと。

エコなおしごと体験や、い
らないモノの交換会、遊び
やクラフトなど、楽しいエ
コがたくさんあるよ！

最優秀、優秀、入選、佳作、合計約150点を市内５カ所を
巡回展示します！どんなアイデア・エピソードがあったのか？
みんなで見に行こう！

 日程 会場

 1/14（日） ならまちセンター

 1/15（月）〜1/23（火） はぐくみセンター1階

 1/24（水）〜1/28（日） イオンモール高の原 平城コート

 1/29（月）〜2/2（金） 奈良市役所 １F玄関ホール

 2/6（火）〜2/15（木） 奈良県立図書情報館1F

※会場ごとに開館時間等が異なりますのでご注意ください。

同時開催 COOL CHOICE キャラバン隊による啓発活動
簡単なエコクイズや、省エネに関するアドバイスを聞いて

「COOL CHOICE 宣言」をしよう！

（順不同）

（順不同）

応募作品
展示会

応募作品をまとめた
ハンドブックの

配布

エコ素材で
つくってみよう！

エコな遊びを
体験しよう！

未来ワークショップ
市長への政策提言

もってきてね
ぐるぐるコーナー

いらなくなった
陶器・パソコン・ぬいぐるみ
プラレールを持ってきてね

ECOキッズ
おしごと体験

優秀な作品の
ひろうと表彰

楽しく知ろう！
エコなこと

おしえて
ECOキッズ !
作品展示会


