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近鉄奈良駅

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
※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。

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

五重塔南円堂
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COOL CHOICE 
アイデアコンテスト

2021

あつまれ
ECO キッズ！エ　　コ

２０３０年
もっとエコでくらしやすい
未来のために

ならまちセンター　
芝生広場、２階市民ホール、３階会議室　

　10：00 ～ 15：00

2021 年

12
18（土）

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

奈良市主催 運営

出展団体

あつまれ ECO キッズ！
ウェブサイト

奈良市地球温暖化対策地域協議会（NEW）、近畿大学農
学部学生団体 FeeLink、ほっとねっと、ア・マ・テ・ラ・ス、
奈良教育大学ユネスコクラブ、奈良市まほろばシェアリ
ングネイチャーの会、奈良ストップ温暖化の会（NASO）、
サークルおてんとさん、春日山原始林を未来へつなぐ会、
イオンスタイル奈良、市民生活協同組合ならコープ、
ならどっと FM78.4MHz、JICA関西 奈良デスク、奈良
町資料館、もうひとつの学び舎

最優秀、優秀、入選、佳作の合計約 ７０点を市内６カ所にて巡回
展示します！どんなアイデア・エピソードか見に行こう！

 日程 会場

 12/4（土）～12/10（金） 奈良市役所本庁舎 1階連絡通路

 12/14（火）～12/19（日） ならまちセンター（中央階段）

 12/21（火）～12/26（日） 奈良県立図書情報館２階

 1/14（金）～1/16（日） イオンモール高の原 3階

 1/17（月）～1/20（木） はぐくみセンター １階

 1/22（土）～1/28（金） 奈良市西部公民館５階

※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）

参加しよう！ ECO なこと。
ECO に関する展示のほか、
自然遊びやクラフトなど、
楽しいエコがたくさんあるよ！

最終日は
18時まで

最終日は
16時まで

おしえて
ECO キッズ !
作品展示会



感染症対策について 感染拡大状況によっては開催内容が変わ
る可能性があります。三密を避け会場を換気して実施します。

マスクの着用、手指の消毒、
検温等にご協力お願いします。 ！

ECO キッズ！認定証をもらおう！
プログラムを体験したら、スタンプをもらおう！
３つ集めると ECO キッズ！認定証と景品がもらえるよ

ミニ講座＆クラフト体験　会場：３階会議室 屋外講座

あつまれ
ECO キッズ！

10:15 ～ 11:15　2 階 市民ホール

11:30 ～ 12:30 12:40〜13:20 13:30〜15:00 11:30〜12:30

10:00〜15:00展示 11:15〜15:00 11:15〜15:00プログラム

もってきてねぐるぐるコーナー

おしえて
ECO キッズ！

表彰式

くわしい情報 ・ 申し込みは
ウェブサイトから！

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

「あつまれ ECO キッズ！」ウェブサイト

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

フードドライブと絵本の回収

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。 最優秀、優秀、

入選、佳作の
作品を展示します！

【回収する食品】
・賞味期限まで 1 か月以上あるもの（酒類は引き取りません）
・常温で保存できるもの・未開封のもの
【回収する絵本】
・絵本のみ（漫画等は引き取りません）

アフリカ布で
くるみボタン・バッチ作り
定員：14 名 　参加費：無料
JICA 関西 奈良デスク

ミニ布ぞうりをつくろう
定員：８名（小４以上）　参加費：無料
奈良ストップ温暖化の会 NASO

よく飛ぶ和凧づくり
定員：10 名（小３以上）参加費：200 円

（小 1,2 年は保護者同行なら可） 13:00 まで

奈良市地球温暖化対策地域協議会

アフリカ布で
くるみボタン・バッチ作り
定員：14 名 　参加費：無料
JICA 関西 奈良デスク

ミニ布ぞうりをつくろう
定員：８名（小４以上）　参加費：無料
奈良ストップ温暖化の会 NASO

よく飛ぶ和凧づくり
定員：10 名（小３以上）参加費：200 円

（小 1,2 年は保護者同行なら可） 13:00 まで

奈良市地球温暖化対策地域協議会

蜜ろうラップづくりと
プラボトルのぺったん紙芝居
定員：5 名（小 4 以上）参加費：200 円
市民生活協同組合ならコープ

あまり糸でミサンガづくり
定員：12 名　参加費：100 円
ほっとねっと

蜜ろうラップづくりと
プラボトルのぺったん紙芝居
定員：5 名（小 4 以上）参加費：200 円
市民生活協同組合ならコープ

あまり糸でミサンガづくり
定員：12 名　参加費：100 円
ほっとねっと

奈良町資料館で学ぶ SDGs
定員：20 名　参加費：無料  14:30 まで
奈良町資料館

五感で楽しむ自然遊び
〜ネイチャーゲーム〜
定員：12 名（小１以上）参加費：無料
奈良市まほろばシェアリングネイチャーの会

みあげてさがそう雲のひみつ
定員：10 名（小 4 以上）参加費：無料
奈良ストップ温暖化の会 NASO

奈良町資料館で学ぶ SDGs
定員：20 名　参加費：無料  14:30 まで
奈良町資料館

五感で楽しむ自然遊び
〜ネイチャーゲーム〜
定員：12 名（小１以上）参加費：無料
奈良市まほろばシェアリングネイチャーの会

みあげてさがそう雲のひみつ
定員：10 名（小 4 以上）参加費：無料
奈良ストップ温暖化の会 NASO

わだこ

子どもリポーター

子どもリポーターになって、
あつまれ ECO キッズを取材し
ラジオに出演します！
定員：３名（小３以上）
参加費：無料

ならどっと FM78.4MHz

イマできる賢い選択展
おしえて ECO キッズ！これまでの最優秀作品
温暖化防止に関する動画教材
とびだせ ECO キッズ！報告
主催者企画

地球温暖化への関心を
奈良市地球温暖化対策地域協議会

奈良イオンチアーズクラブの活動紹介
イオンリテール株式会社 イオンスタイル奈良

ならコープの環境の取り組み
市民生活協同組合ならコープ

脱プラ博士になろう！報告展示
もうひとつの学び舎

各団体の紹介展示
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
近畿大学農学部学生団体 FeeLink

紙ひこうきとばし大会
主催者企画

旬あてクイズ・エコカルタ
サークルおてんとさん
生物多様性クイズ
近畿大学農学部学生団体 FeeLink

つくってあそぼう〜牛乳パック de え工作〜
奈良教育大学ユネスコクラブ

電気を作って、ためて、使うくらしを知ろう！
ア・マ・テ・ラ・ス

自転車をこいで発電しよう
奈良ストップ温暖化の会（NASO）

丸太切り体験、春日山原始林たんけんすごろく
春日山原始林を未来へつなぐ会

ソーラーおもちゃで遊ぼう
ソーラークッカーを使ってみよう
主催者企画

エコな本の特集展示

https://naso.jp/naso-coolchoice/ecokids/event.html

エコに関する本を選んで展示します！見てみよう！

12/7（火）〜19（日）

奈良市内の小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＆自然を学び・楽しむ体験プログラム、ならまちセンター
周辺でエコを見つけるプログラムなど「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！

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

おしえて
ECO キッズ !
作品展示会

エコなものづくりを
楽しもう

ならまちや
奈良公園の自然で

学ぼう・遊ぼう

事前申込プログラム

展示・自由参加プログラム

募集中

当日
参加

2 階 ・ 市民ホール ・ ロビー 屋外 ・ 芝生広場

３階 中央図書館連携企画

※事前のお申し込みが必要です！　 申込締切：12 月 10 日（金）※多数の場合抽選
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