Stage Program

11:10
11:30

軽音楽部

大阪ビジネスフロンティア高等学校
プラスチックごみゼロ啓発オリジナル曲を披露！演
奏を楽しみながら、環境のことに思いを馳せてみて
ください！

11:40

大阪府立茨田高等学校

12:00

軽音楽部

大東マジシャンズクラブ

12:40

ピエロ・マジック
マジックで笑いを交えながら環境問題について真面
目に考えているおかしなおかしな 3 人組です。
笑いは、地球を救えるのか？

歌種（うた＊たね）

13:10

Trumpet/sax &Acoustic guitar

オーシャン・ビジョンや FCV（燃料電池自動車）、

2021

ごみ減量やリサイクル、食品ロス等）の上映
やパネル、チラシの展示。
環境フォトコンテスト
作品の紹介等。

特設サイトで

オンラインからも楽しめる！
オンラインでは、どんな出展・
出演があるのか、詳細情報を見
ることができます。
団体の取組を動画で
もご紹介します！

ECO 縁日

online

特設サイトは
なにわエコスタイルから

ジ
ステー

12:50

. 10.30

環境問題等に関する映像（大阪ブルー・

演奏するイマジンは、ひとりひとりみんなが考え、
参加できたら争いを止められるというメッセージを
音楽にこめ、世界で大ヒットした曲です。

13:30

TryCour

13:50

TryCour Performance
パフォーマンス中に行うサインボールは衛生対策を
行った後、再利用しています。ごみを削減するため
の豆知識も MC 中にお話ししますのでお楽しみに！

14:00

NPO 音楽クラブ

14:20

ヨーロッパ民謡演奏
ヨーロッパ民謡の演奏です。情景が浮かぶような演
奏と歌声をお楽しみください。

14:30

カマキリ博士の昆虫講座

14:50

わくわくカマキリ・生物多様性ステージ♪
カマキリとのふれあい方や生態について皆で考え、
生物多様性に繋がる昆虫ステージ♪

15:00
15:20

大阪市立横堤中学校音楽部
マリンバアンサンブル
横堤中学校によるマリンバ独特の優しくて、力強い
演奏をお楽しみください。

映像＆展示

12:20

映像の上映や展示をメインとしたエリア。

ワークショ
ップ

茨田高校軽音楽部によるバンド演奏をお楽しみくだ
さい！

ECO 縁日

映像展示エリア

噴水ステージプログラム
大阪市立

遊んで、笑って、体験して、ECO と縁をつなぐ一日

協賛
協力団体

！
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る
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で
素
くる！
水
やって
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BRITA Japan 株式会社

SDGs って？

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。

ワークショップに参加して
プレゼントをもらおう！
※プレゼントは、数に限りがございます

燃料電

花博記念公園鶴見緑地内

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

［お問合せ］
一般財団法人環境事業協会
ECO 縁日 係 9:00 〜 17:30（月〜金）

TEL:06-6121-6407
［主催］大阪市環境局

［企画運営］環境事業協会・ネイチャーおおさか共同企業体

イベントの最新情報や出展の詳細などは、
WEB サイトまたは SNS からご覧ください。

［URL］https://www.naniwa-ecostyle.net/
※雨天決行・荒天中止・中止による順延なし
※新型コロナウイルスにより、イベント内容が中止または変更になる場合がございます。

会場付近 MAP
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

鶴見緑地駅

OsakaMetro 長堀鶴見緑地線
「鶴見緑地駅」から徒歩５分

01

燃料電池電源車の
実証試験

水素で発電する燃料電池電源車の実証
試験を関西初で実施します！
発電した電気は会場内のステージなど
で使用します。
デンヨー株式会社／トヨタ自動車株式会社

02

脱炭素に向けた
エネルギーの
取組みについて

脱炭素のために再エネや省エネででき
ること、さらに福島県浪江町との再エ
ネ活用を通じた連携協定や浪江町につ
いてご紹介します。

01

恐竜時代に
タイムトラベル！
生き物観察ツアー

鶴見緑地にいる生き物を観察して、恐
竜たちが生きていた時代に思いを馳せ
てみよう！
大阪市エコボランティア／大阪市立環境科学研究センター

02

エコ住宅とエコ遊び

建築物省エネルギー性能表示（BELS）
を紹介します。
エコなおもちゃが当たるゲームも開
催！

おおさかスマートエネルギーセンター／福島県浪江町

03

水素で走る究極の
エコカー “MIRAI “の
とび出すぬり絵体験

ぬり絵したオリジナルの MIRAI が
スマートフォンの中を走り回ったり、
いっしょに写真を撮ることができま
す。

05

地球温暖化から
地球を救え！

クイズで地球温暖化について知ろう！
ソーラーキーホルダーをデコるワーク
ショップも。
●ソーラーキーホルダー参加費：500 円

03

カマキリ博士と一緒にカマキリや昆虫
が生態系の中でどんな役割をしてるか
一緒に考えてみよう！
●参加費：100 円

大阪トヨタ自動車、大阪トヨペット、トヨタカローラ大阪

06

自然エネルギーを
体感しよう！

ソーラーカーをつくってみよう！
ソーラークッカーや風車発電 ( ミニ
チュア ) の展示なども。
●参加費：1500 円

07

省エネとエネルギー源の
転換で、みんなで温室効果
ガスの排出を削減しよう

クイズで、温暖化とプラスチックごみ
問題を学ぼう！
温暖化問題のパネル展示や家庭ででき
る省エネの紹介も。

04

チリメンジャコに混じった海にすむ生
き物の子どもを探し出してみよう。知っ
てる生きものも混ざっているかも！？
●参加費：300 円
公益社団法人

会場 MAP

08

手回し発電機で電気を作る体験や簡単
な省エネチェックで楽しみながら省エ
ネ・省 CO2 について学ぼう！

大阪自然環境保全協会

花博記念
ホール

映像展示エリア

Ｄ

2F

1F

自然体験
観察園

なにわECO
スクエア

トイレ（3 か所）

ステージ

本部

「なにわの伝統野菜ぷりん」を販売。
地元農家さんが大事に育てたなにわの
伝統野菜のぷりんです。その他にもな
にわの伝統野菜スイーツがたくさん！

11

創作練天

魚竹

1954 年創業こだわりの練天のお店。
地産地消大阪もん野菜を使った練天を
販売します。
( 有 ) 魚竹蒲鉾店

12

救護（本部テント）
授乳室（1 か所）
おむつ交換所（1 か所）

なにわ伝統野菜
鳥飼なす生産者
前村食品

自家栽培している貴重な伝統野菜「鳥
飼なす」をお漬物にしました。他にも
鳥飼なすを使ったおいしい商品を多数
販売。
なにわ伝統野菜応援隊

13

前村食品

パルコープ子ども食堂
フードバンクで取り組む
フードドライブ活動

市民が気軽に参加できる SDGs 活動
「フードドライブ」を紹介します。
「もったいない」を「ありがとう」に。

14

生活協同組合おおさかパルコープ

おいしく豊食

秋の摘み菜ワークショップを開催！
摘み菜、なにわ伝統野菜、菜が美味し
くなる食材などを販売します。健康野
草の楽しみ方と料理法の本も販売。

会場内にごみ箱はありません。
会場内で出たごみは持ち帰るか、購入
したお店に返してください。

至 鶴見緑地駅

臨時
駐輪場

15

ほっとロハスひろば

自然農法の食品の販売と天然石などを
使ったアクセサリーづくりワーク
ショップ。
●参加費：300 円〜
ほっとロハスひろば

23

大切な人にメッセージ
カードを送ろう！

大切な人に送るメッセージカードをつ
くろう！大人も子どもも楽しめるワー
クショップです。切り絵の展示も。
●参加費：300 円

大阪市漁業協同組合

17

菜食でエコロジー

菜食と環境問題のつながりを知ろう！
ベジタリアンレシピのご紹介も。

KOUSEI

24

木っ端細工

おもちゃづくりもエコに！流木や小
枝、木の実やドングリなどで、動物の
形をしたおもちゃや生活雑貨などをつ
くります。
このはなカエルクラブ

認定 NPO 法人日本ベジタリアン協会

18

OGAkKOArt＆SDGs
木 ( もく ) イズラリー

色とりどりの「おがくず」を使ったアー
トなお絵描きワークショップと SDGs
クイズを実施。クイズに挑戦して、木
のピースを集めてクラフトしよう！

19

にしもく合同会社＆NPO 法人イー・ビーイング

マンホールの蓋の写真を
見て考えよう ＆
川だいすき

マンホールの蓋から情報を読み取ろ
う！
川の水生生物の標本と解説をみて、生
物多様性と川の環境を考えてみよう！

20

なにわエコ会議

ネイチャーゲーム

自然を題材にした「ネイチャーゲーム」
を通して、自然に直接触れ、自然への
気づきをみんなで共有してみよう！

21

大阪府シェアリングネイチャー協会

プラスチックの旅
〜プラスチックごみの行
方を知ろう〜

身近で便利なプラスチック。「ごみ」
になったらどこ行くのかな？
すごろくを通して楽しく学ぼう！

25

22

自然工作教室

シニア自然大学校の工作名人の方々の
指導による自然素材を使った工作教室
を開催しています。
おおさか ATC グリーンエコプラザ

食品やプラスチック等の
総合的なリサイクル

様々な廃棄物のリサイクルについて事
例を紹介。食品を堆肥化したモノと廃
発泡スチロールをリサイクルした製品
を配布します！

26

辰巳環境開発株式会社

つながる木持ち

大阪府産の木材を使い、家族や大切な
人とつながり楽しめるワークショップ。
桧の手作り時計セットなどの販売も。
●参加費：300 円
custom design AIR(ｶｽﾀﾑﾃﾞｻﾞｲﾝｴｱｰ）

27

①手回し発電機で電車ＧＯ！
②科学者になろう !
ベントナイト実験

①手回し発電機で電車を動かしてみよう！
②原子力発電によるごみを処分するときに
使われようとしているベントナイトを
使った実験を体験してみよう！

28

特定非営利活動法人

大阪環境カウンセラー協会

ペットボトルごみ削減

〜粉末飲料を使った、ご家
庭で出来るエコ生活！〜

水にもサッと溶ける粉末飲料を使った
ご家庭で出来るエコ活動をご紹介。
試供品が当たるクイズも開催！
※試供品には数に限りがあります。

大阪湾環境保全協議会

おいしく豊食

FC電源車

豊かな大阪湾、
淀川を目指そう！

大阪湾で採れた新鮮なマイワシを缶詰
にしました。大阪湾の海の幸をご賞味
ください。

福田屋＋和工房いとをかし

大阪府地球温暖化防止活動推進センター

中央噴水

太陽光
パネル

10

なにわの伝統野菜の
スイーツは如何ですか？

認定 NPO 法人地球環境市民会議（CASA）

手回しで電気を作ろう！＆
お家で簡単エコライフ！

16

カワセミの会

自然エネルギー市民の会

昆虫科学研究センター ISRC

チリメンモンスターを
探してみよう

鶴見緑地里山エリアの野鳥を木彫りの
野鳥で再現します。色塗り体験も！
（色塗り体験は限定 10 名）
●参加費：100 円

NPO 法人リアルにブルーアースおおさか

花博記念公園ハウジングガーデン

カマキリ博士の
昆虫教室

09

鶴見緑地里山の野鳥

味の素 AGF 株式会社

29

大阪支社

無料給水スポット
「水色スイッチ」

マイボトルに無料で給水できます。
使い捨て容器を減らし、水道水で「水
の地産地消を！」
ＮPO 法人

大阪府民環境会議

