野外ステージで使用する電力は、
全て本田技研工業（株）の
燃料電池自動車からの給電を
使っています。

ステージ・プログラム

野外ステージ

花博記念ホール

１０：３０
１０：４０

開会
H2＋♪＝H２0rgan

１１：３０

大阪市立鶴見商業高等学校ダンス部ステージ

１１：５５

女子高生アイドルユニット SO.ON project

１２：２０

１３：００

大阪音楽大学が、燃料電池自動車から電力を得て、電子
オルガン × ラップの演奏をお届けします。
出演：（学）大阪音楽大学
本校ダンス部は今年、日本ダンス大会等４つの全国大会
に出場しました。感謝をこめて踊らせていただきます。
出演：大阪市立鶴見商業高等学校ダンス部
OSM 高等専修学校でエンタメ業界をめざす高校生が、
環境問題を考え、できることをステージで表現します。
出演：大阪スクールオブミュージック高等専修学校

１１：００

マリンバ・アンサンブル

１１：３０

落語「笑が一番、健康なエコ生活！」

１２：０５

紙芝居で SDGs を知ろう

１２：３０

eco-stic session

１３：００

昔懐かしい「大道芸」を楽しもう！

１３：３５

〜人と自然が一番近いところで息をしているこの世界で〜

１４：００

R'sister

１４：１５

ヨシ笛とコカリナによる演奏

ジャンベでラララ

アフリカの民芸楽器ジャンベを中心としたパーカッション
グループ。みんなで楽しく歌っておどりましょう！
出演：ジャララんべ

キッズ★ジャズダンス MIYUKI クラス

今年も ECO 縁日を盛り上げるために一生懸命練習して
きました。元気いっぱいのダンスにご注目ください！
出演：キッズ★ジャズダンス MIYUKI クラス

１３：２５

みんなで踊ろう！エビカニクス

１３：４５

鶴見区住みます芸人ステージ

１４：００

紙芝居で SDGs を知ろう

子供たち集まれ！みんなで「エビカニクス」を踊ろう！
出演：大阪市環境局環境施策部環境施策課
鶴見区住みます芸人「美たんさん」によるステージ
出演：美たんさん
SDGｓってなに？紙芝居で楽しく学ぼう。
出演：菅原春秋堂紙芝居師ふじいはじめ

１４：３０

ジャンベでラララ

１４：５５

閉会

プログラム
SDGs スタンプラリー
スタンプ用紙

マリンバは木琴を大きくしたような楽器です。木独特の
優しい音色をお楽しみください。
出演：大阪市立横堤中学校音楽部
落語は庶民的な伝統話芸です。愉快な落語を通じて、
暮らしや生き方などのエコな行動を見直します。
出演：自由落語研究会

ECOで楽しい衣・食・住・遊イベント

ＥＣＯ縁日
2018

SDGｓってなに？紙芝居で楽しく学ぼう。
出演：菅原春秋堂紙芝居師ふじいはじめ
地球温暖化の防止や適応などの呼びかけなど、歌を通して
みなさんの” エコ活 “を応援します！
出演：Kaz Tada

SDGs クイズラリー
プレゼントもあるよ
かんなくず
プール

魅力あるブースやステージイベントも！

楽しい ECO 体験
ちりめん
モンスター

出演：ジャララんべ

ＳＤＧｓクイズラリー スタンプ用紙

絵を描いて
スクリーンに映そう
地元学生による
ステージ

会場を回ってクイズに挑戦！スタンプを４つ集めると、素敵な景品がもらえるよ！
ラリーポイント

ラリーポイント

ラリーポイント

ラリーポイント

A
★

B
★

C
★

D
★

こたえ

こたえ

こたえ

こたえ

ゴール
紙芝居
動物ふれあいコーナー

スタンプ

スタンプ

スタンプ

スタンプ

スタンプ

景品
ゲット ! !

会場付近図

マルシェ

※動物の体調等により変更・中止する場合があります

● 鶴見緑地の鳥さがし

５０

開催時間：13 時から 14 時 30 分まで
定
員：30 名（先着順）
申込受付：当日 12 時 30 分から本部横にて受付開始

● みつけた！「生物多様性」５３

SDGs( エス・ディ・ジーズ、
Sustainable Development Goals、
持続可能な開発目標 ) は、
2030 年に向けて世界が合意した
「貧困」や「気候変動」などの
17 の目標です。世界中の国々が
SDGs 達成に向けて取り組んでいます。

協賛・協力団体

（2018 年 10 月 1 日現在）

（NPO）
一杯のコーヒーから地球が見える / エコ雑貨☆つくーる / FID
（株）/（株）
エフピコ
（一財）大阪住宅センター / 大阪湾環境保全協議会 / 小川珈琲
（株）/ KamKam
環境省近畿地方環境事務所 /（株）
関西ぱど / 象印マホービン
（株）/ 西日本三菱自動車販売
（株）
（学）日本教育財団大阪モード学園 / 布あそび / 本田技研工業
（株）/（株）
松田商店
Maman's crepe Reward / もったいないネット東淀川 / 森永製菓
（株）
森を育む紙製飲料容器普及協議会（もりかみ協議会）/ リコージャパン（株）/ 和欧菓子サンククルール

水素エネルギーでラップ

当日参加できるツアーがあるよ
野鳥の生態や自然の中での役割などの
お話を聞きながら、野鳥を探そう。

※景品は多数ご用意しておりますが、品切れの場合はご容赦ください。

ＳＤＧｓって？

鶴見区住みます芸人
「美たんさん」が
会場を盛り上げます！

中央噴水広場・花博記念ホール・
なにわECOスクエア・自然体験観察園

音楽はきっかけを導く重要な方法です。地球、自然環境、
生き物、人間をテーマにした曲をお届けします。
出演：朋実 - 空中世界 -

ヨシ笛によるクラシック曲の演奏とコカリナによる童謡
の演奏。
出演：ぽぽっぽくらぶ

土・祝

１０：３０
１５：００

花博記念公園鶴見緑地

日本で生まれ育った「南京玉すだれ、傘回し、皿回し」
ハラハラドキドキ変幻自在を楽しんでください！
出演：（NPO）南京玉すだれ遊び塾いけどん会

子どもからおとなまでの、JAZZ HIPHOP グループです。
candy rain をみんなで楽しく踊ります。
出演：R'sister

11/3

雨天決行・
荒天中止

自然体験観察園を案内します！
自然体験観察園の生き物をさがして
顕微鏡で観察しよう。

開催時間：（1 回目）11 時から（2 回目）12 時 30 分から
（3 回目）14 時から
内
容：観察園ツアー・試料採取（20 分）
顕微鏡観察（20 分、各回 10 家族まで）
申込受付：顕微鏡観察はツアー開始 30 分前から整理券を配布

主催：大阪市環境局

● 国連機関の
UNEP-IETC での体験ツアー
※UNEP-IETC（国連環境計画 国際環境技術センター）

大阪で唯一の国連機関 UNEP-IETC（国
連環境計画 国際環境技術センター）
で、
国連スタッフによる英語を使ったレク
チャーや環境に関するゲームに参加し
よう。
開催時間：13 時から 14 時まで
対
象：小学生とその保護者（一組 3 名まで）
定
員：10 組（先着順）
申込受付：10 時 30 分から、「 69 鶴見緑地から国
際協力！」ブースにて先着順でお申込
みいただけます。

（運営：特定非営利活動法人イー・ビーイング）

キッズ
ジャズダンス

63 〜 70 花博記念ホール
63 水素ミニカ−実験教室

57 〜 62 なにわ ECO スクエア ほか

66 みんなで遊ぼう！「チリモンととあわせ」 69 鶴見緑地から国際協力！ 57

水素エネルギーに触れて学ぶ、子ども水素ミニカー教室 チリメンモンスターのカードを使って、遊びながら大阪
を実施します。参加者にはプレゼントもあります。
湾に生息する生物についての知識を深めます。
本田技研工業（株）
大阪湾環境保全協議会

64 ちりめんモンスターを探せ！ 67 手回し発電 10 秒回して電車で Go!
ちりめんじゃこに混じっているエビやタコなどの「ちり
めんモンスター」を探し、生物多様性を学びましょう。
大阪府立大手前高等学校生物部

手回し発電機を 10 秒回して電気をためて、プラレール
を走らせます。どれくらいのエネルギーがいるのかな。
大阪環境ネット / 大阪環境カウンセラー協会

クイズを通して、途上国に向けた国際協力を行う国連環
境計画とその支援機関の活動を紹介。
（公財）地球環境センター

60 「紙アプリ」で自分の絵を動かしてみよう

未来の乗り物に乗ってみよう！
電動二輪車試乗会開催！

17 魚釣りと『ぽぽっぽ新聞』展示

外食の際の食べ残しをテーマに、小学 6 年生
（当時）
が考案したカー
ドゲームで子どもから大人まで楽しく食品ロスについて学ぼう！
（NPO）Deep people

環境にもお財布にも優しいエコドライブ。普段の運転を
エコドライブシュミレーターで採点しませんか。
大阪自動車環境対策推進会議

わたしのマイバッグ・マイボトルをテーマに Instagram
へ投稿いただいた作品の人気投票を行います。
大阪市環境局 環境施策部環境施策課

29 水素で走る車

太陽光で発電した電気を蓄電池にためて手軽にスマート 水素で走る車を実際にご覧いただくことができます。
フォンを充電。停電時の充電ニーズに対応します。
シャープエネルギーソリューション（株）
大阪トヨペット（株）

25 ソーラーメロディハウスを作ってみよう！ 30 プラグインハイブリッド電気自動車の展示
EV 走行中の CO2 排出とガソリン消費は０！ PHEV 車の展
示と給電システムのデモを行います。
西日本三菱自動車販売（株）

26 2025 万博 大阪・関西へ 31 電気自動車で災害対策

ミッション・ポッシブル
〜気候変動への適応体験ミッションをクリアしよう〜

家族や友だちと楽しみながら体験型で気候変動の影響と
その適応の知識を身につけることができるプログラム。
環境省近畿地方環境事務所

電気自動車の展示・蓄電池機能の紹介。
日産大阪販売（株）

32 屋外でも涼しいやん！夏のクールスポット！

Ｂ

Ｃ

暑い夏への適応もええなぁ！次の夏に体感できる、府内
で涼しく感じるクールスポットモデル拠点をご紹介。
大阪府環境農林水産部エネルギー政策課

焙りたて挽きたて絞りたてフェアトレードのコーヒーの
味と香りを楽しんでください。
（NPO）一杯のコーヒーから地球が見える

35 うおたけ

41 和欧菓子サンククルール

三幸ものづくりサロン

19 エコクラフト 楽しく作って、遊んで発見

鶴見区種花ボランティアが種から育てた花苗の「移植体
験・花苗の配布（数量限定）」及び「種花活動の PR」。
鶴見区種から育てる地域の花づくり活動ボランティア

使い終えた牛乳パックなどを活用したクラフト。最後は
リサイクルに出すことも伝えます。
なにわエコクラブ

11

20

川に、空に泳がせよう！
みんなでつくろう、モツゴのぼり

お買い物にはマイバックを！
君だけのオリジナルエコバックを作ろう！

団体の活動紹介の展示や、平野川上空に泳がせるモツゴ
のぼりにお絵描きやメッセージを描いてもらいます。
ひがしなり わがまち くらぶ

エコバックへのお絵かきやパンフレットの配付、パネル
の展示等によるごみ減量・3R の啓発など。
大阪市環境局 事業部家庭ごみ減量課 / 城北環境事業センター

12 古布を使った機織り

21

布を裂いて機織りをします。家にありそうな材料で作っ
た、手作り機織り機を使用します。
ニコニコ寿要会

カラフルな布ぞうりの作成体験。またカワイイヒヨコの
ストラップなどを作成体験。
もったいないネット東淀川

13 みんなの地球環境にいいこと宣言

22

日常生活の中で環境に良いことは何か？を考え” 私にも
できる地球環境にいいこと” を宣言していただきます。
（株）ベネッセコーポレーション

廃食用油 80％使用の地球にやさしい商品で好きな形の石
鹸が作れます。廃油のリサイクルループの展示。
植田油脂（株）

今がチャンス！
エコ布ぞうり、ポンポンアニマルを作ろう

ねんどのように手でこねて
オリジナル石鹸を作ろう

廃材などを利用した簡単にできるおもちゃ作りです。
このはなカエルクラブ

ふしぎなおもちゃ、たのしいおもちゃ
作ります

１ 〜 ６ 森のエリア

焙りたて挽きたて絞りたて新鮮！
フェアトレードコーヒー

ラリーポイント
（５カ所）
授乳スペース
トイレ
救護スペース

Ａ
臨時
駐輪場

１ DIY 木工教室
端材を活用したクラフトや、木材で子ども椅子制作など。
アドバイザーがお手伝いをします。( 参加費 200 〜 800 円 )
DIY アドバイザー関西

２ イエヒト
自然素材を使い、環境に優しい高断熱・高気密住宅をお
得に創る方法を展示します。
イエヒト（オープンシステム大阪）

42 Maman's crepe Reward

なにわの伝統野菜販売（天候不順などで販売出来ない事あ 国産小麦粉を使用し、しっとりとしたもちもちのクレー
り）や、摘み菜を伝える会の紹介。
プです。
豊食（株）
Maman's crepe Reward

45 〜 56 生きものエリア

37 やきイモとスイートポテト KamKam 43 窯焼きピッツァ Ciao

45 認定NPO法人 大阪自然史センターの紹介 48

おイモのプロが厳選した国産サツマイモの食べくらべが
楽しめるスイートポテトです。自然の甘みを味わおう。
KamKam

11/18-19 開催の大阪自然史フェスティバルの案内、オリ
ジナルグッズの紹介、センターの活動紹介します。
（認定 NPO）
大阪自然史センター

リユース食器を使用します。薪窯で焼き上げる、本格ナ
ポリピッツァと窯焼き料理を提供します。
窯焼きピッツァ Ciao

種から育てた花苗の移植体験をして
みよう！

18 三幸ものづくりサロン
再利用したガラスを使ったステンドグラスの制作体験。

トイレットペーパーの芯や食品関連の不要用品を利用し
ておもちゃを作ります。
PKG23

なにわの伝統野菜をはじめとする大阪産（おおさかもん） 国産の材料、旬の食材など品質と鮮度にこだわり、工房
で心を込めて作った和菓子と洋菓子。
を使った創作練天です。
和欧菓子サンククルール
（有）魚竹蒲鉾店

36 おいしく豊食

どなたでも！簡単！エコ工作！卵の殻に装飾小物を入れ
ると…。可愛い庭に大変身！時間 30 分、参加費 500 円。
エコ雑貨☆つくーる

15

34 〜 44 カフェエリア・マルシェエリア
無農薬や有機栽培など自然に寄り添う農法でつくられ、旬
を大事にした農産物や、そこから生まれた加工品を販売。
大阪ぐりぐりマルシェ

捨てたらもったいない！
タマカラ de ミニガーデンつくーる

ECO なかわいい飾りをつくろう！ この飾りは、ハッピー
アースデイ大阪 2019 で飾られるよ！
ハッピーアースデイ大阪

クイズラリー
スタート
ゴール

水素で走る燃料電池自動車を展示します。給電機能を使っ 省エネにもなる暑熱対策に関する認証技術を紹介。また、
府内にある屋外でも涼しく感じる場所をご紹介。
て野外ステージに水素から作った電気を供給します♪
本田技研工業（株）
大阪ヒートアイランド対策技術コンソーシアム（大阪 HITEC）

40

９

ぽぽっぽくらぶ

14 ECO で！楽しい！装飾づくり 23 エコ工作体験

Ｄ

28 電気も使える燃料電池自動車の展示 33 技術で夏の暑さを緩和しよう！涼しく感じよう！

34 大阪ぐりぐりマルシェ

布の端切れを使って小物を作ります。（材料費 200 〜
250 円）
布あそび

10

24 〜 33 クリーンエネルギーエリア

27

「エコすごろく」を楽しみながら、地球温暖化防止、地球環境保
全につながる啓発活動を実施。地球環境保全について考えよう。
なにわエコ会議

川魚釣り体験、
『ぽぽっぽ新聞』の展示。

おおさか環境ネットワークの活動紹介とクイズを実施し
ます。参加者にはプレゼントがあります。
おおさか環境ネットワーク

楽しいイライラ棒ゲームで SDGs のゴールをめざそう！
ゴールした方にはプレゼントがあります。
（数量限定）
大阪市環境局 環境施策部環境施策課

2025 年大阪への万博誘致実現を目指し、チラシ等の配布やバーチャ
ルリアリティによる会場体験ができます。
大阪市経済戦略局万博誘致推進室

16 「エコすごろく」のような暮らしを
続けよう！！

70 光熱費のムダをチェック！〜省エネ相談会〜 58 おおさか環境ネットワーク 61 食べ残し NO ゲームで遊ぼう！ ８ 布あそび

大和川の河口での水質調査とごみの調査について報告し
ます。また、大和川上流の水質とも比較します。
大阪市立新北島中学校科学技術部

ソーラー発電で音楽を奏でる、自分だけのメロディハウ
スを作ります。
（先着 40 名、小学生以上対象）
おおさかスマートエネルギーセンター

ソーラーキーホルダーにデコりませんか
おみくじクイズに挑戦

光熱費や家電の使用状況などの情報をもとに、ご家庭に
合った、ムリなくおトクな省エネ対策を診断します。
大阪府地球温暖化防止活動推進センター（（一財）大阪府みどり公社）

59 チャレンジ SDGs イライラ棒 62 インスタ作品★投票所

自然エネルギーでスマホを充電
ソーラー充電スタンド

７

体重移動で前進・後退・停止・スピード調節・方向転換 紙アプリを使って、スクリーンの中を自由に動く生き物 かわいい☆キラキラ☆オリジナルソーラーキーホルダー
ができる未来の立乗り電動二輪車に乗ってみよう！
の絵を描こう。数量限定でプレゼントもあるよ。
を作ろう！（材料費 500 円）挑戦！おみくじクイズ
FID
（株）
リコージャパン（株）
（NPO）リアルにブルーアースおおさか

65 大和川の水質調査とごみ調査 68 エコドライブ体験

24

７ 〜 23 暮らしのエリア

大阪の川ってきれいかな？
どんな魚がいるのかな？

４ ちびっこ棟上げ体験
国産のスギを使って、ちっちゃな家の棟上げ体験。
（NPO）
国産材住宅推進協会

５ ネイチャーゲーム
51 エコブローチを作ろう！ 54 フェイスペイント＠ECO 縁日

市内河川の水質測定体験や水辺動画の上映（DVD）、市内 野菜や果物のタネを大切に洗ってとっておきました。ふだんは
捨ててしまうものでも、こんなに楽しいブローチが作れます。
河川に生息する魚の紹介（パネル展示）。
大阪市エコボランティア エコブローチグループ
大阪市環境局 環境管理部環境管理課（水環境保全グループ）

ECO 縁日にちなんだ動物や植物はじめいろいろなデザイ
ンのフェイスペイントをしてもらえます。無料。
（学）日本教育財団大阪モード学園

38 エコ発電で綿菓子手作り体験 44 グルメ杵屋キッチンカー 46 菜食（ベジタリアン）と環境 49 木彫り野鳥・鶴見緑地里山エリアの野鳥 52 体で感じる！大阪市の生きものとその「つながり」 55 出張天王寺動物園
天ぷら油の廃油を使って発電し綿菓子機に電力を供給し、 リユース食器を使います。うどん、揚げ物、ドリンク、
プレミアムアイス等の販売。
綿菓子の手作りを体験（100 円）していただきます。
（株）グルメ杵屋
リサイクル募金推進連絡会

人と地球の健康を考えるをテーマに、菜食とそれに関連
した健康や地球環境保全などに関する啓発を行います。
（NPO）
日本ベジタリアン協会

鶴見緑地里山エリアの野鳥を木彫りで紹介。色塗り体験で 大阪市内の小学校で展開中の “生きものさがし " を体験し
野鳥ブローチなどを完成します。大人 100 円、子ども無料。 よう！鶴見緑地の様々な生き物を展示・紹介します。
大阪市立環境科学研究センター
カワセミの会

ふれあいの仲間達が会いに来たよ〜。動物達が幸せに暮ら
せる地球にするためにどうしたらいいのかを考えよう！
大阪市天王寺動物公園事務所

39 ＥＣＯ縁日ごみゼロ大作戦！

47

50 鶴見緑地の鳥さがし

56 ワンちゃんとのふれあい広場

天神まつりごみゼロ大作戦の成果の展示とリユース食器
の返却をお手伝いします。
天神祭りごみゼロ大作戦実行委員会

廃棄魚を透明骨格標本に変えた商品や教材を紹介し、新
たな資源リサイクルモデルの取組みを伝えます。
（株）アクアテイメント

なにコレ！？
捨てられる魚から作った話題の透明標本

３ エコ住宅とエコ遊び
建築物省エネルギー性能表示
（BELS）
の紹介や、エコおも
ちゃが当たるゲームをやっています。
（一財）大阪住宅センター

53

みつけた！「生物多様性」
自然体験観察園を案内します！

鶴見緑地内を歩いて野鳥の生態や鳴き声を観察します。 自然体験観察園の生き物をさがして顕微鏡で観察！市域生 「ワンちゃんとのふれあいコーナー」、「パネル等による啓
初めての方もお気軽にご参加下さい。
（詳細は表紙に掲載） き物調査など生物多様性を学べます。（詳細は表紙に掲載） 発コーナー」を開催します。（13:00 終了）
大阪市エコボランティア 鶴見緑地の鳥さがしグループ
大阪市エコボランティア 生物多様性グループ
おおさかワンニャンセンター（大阪市動物管理センター）

ネイチャーゲームを通して、自然への気づきを感じてみ
ましょう！！
大阪府シェアリングネイチャー協会

６ カンナ屑プール
カンナ屑プール、ヒノキの間伐材を使ったデカストラッ
プ作りワークショップ。
（NPO）
木育フォーラム

