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SDGs 缶バッジを作ろう！

あなたが地球のためにしたいことを缶バッジ
でアピールしよう！イラストに色をぬってオ
リジナルの缶バッジをつくります。

家庭から出たごみがどのように処理されて
いるのか、焼却工場の模擬クレーン操作体
験を通して考えよう！

1

ごみ焼却工場のクレーン操作を
体験してみませんか？2

無地エコバッグへの絵付けとパンフレット
の配布、パネル展示等によるごみ減量・3Ｒ
について紹介します。

世界にひとつだけのオリジナル
エコバッグを作ろう！3

食品ロスの削減に向けたフードドライブを
実施。食べ残しを持ち帰る「ドギーバッグ」
の紹介も。

食品ロスの削減に
向けた取り組み4

古紙って？？古紙を実際に手に取って使って
できる簡単なワークショップを行います！

古紙を使って
ハッピーワークショップ！5

イヤリングなどのアクセサリーをプルタブ
で作るワークショップ。大人も子どもも楽
しめます。
【材料費】300 円～

プルタブで
アクセサリーづくり！6

作って楽しく遊んで発見

牛乳パックなど、捨ててしまうものを使っ
たエコクラフトを子どもたちと一緒に楽し
みます。

家にありそうな材料で作った、手作り機織
り（はたおり）機を使って、裂いた布で機
織りをします。

8

今がチャンス
布ぞうりの製作体験

廃棄される布を利用して、知的障がい者支
援施設等に材料づくりを依頼、　その材料を
使ったエコ布ぞうりづくりです。

7

古布を使った機織り9

自然を題材にした「ネイチャーゲーム」を通
して、自然への気づきを感じてみよう！

ネイチャーゲーム10

大阪市内にある河川の水質を実際に測って
みよう！海洋ごみの問題についても紹介。

大阪の川ってきれいかな？
どんな魚がいるのかな？11

生物多様性について、鶴見緑地を例に学び
ます。

生物多様性を知ろう12

鶴見緑地
里山エリアの野鳥

絵画、木彫りの野鳥を展示して鶴見緑地里
山エリアの野鳥を紹介します。ルリビタキ
の色塗り体験も。

おもちゃづくりもエコに！流木や小枝、木
の実などで、動物の形をしたおもちゃや生
活雑貨などを作ります。

14

川の生物多様性

水の中で生きる生き物ってどんなだろう？
水生生物の標本を観察して、川の生物多様
性を学ぼう！

13

自然体感工作15

いのちにふれあい、いろんな動物たちが幸
せに暮らせる地球にするためにはどうした
らいいかを一緒に考えよう！

出張天王寺動物園16

コイ科淡水魚のモツゴをモチーフにした綿
生地” モツゴのぼり” を手作りしよう！
後日、平野川上空に泳がせます。

川に、空に泳がせよう！
みんなでつくろう、モツゴのぼり17

種花ってなんだろう？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と花苗の配
布（数量限定）を行います。

種から育てた花苗の
移植体験をしてみよう！18

奈良県吉野町の 100 年生国産杉や桧の枝で、
カスタネットづくり！製作の体験は 4才か
ら参加可。演奏は大人まで楽しめます。

国産材で
カスタネットをつくろう19

自然体験観察園は
こんなところ

まるで小さな里山みたい！生き物いっぱい
の自然体験観察園でのエコボランティアの
活動を紹介します。

真田山周辺で集めたたくさんのセミのぬけ
がら。種類を学びながらみんなで数えてみ
ませんか？見分け方を学ぼう！

21

コケから広がる自然の
世界をストラップに！

小さな緑・コケから広がる自然の世界を手
元に飾るストラップづくりのワークショッ
プを行います。

20

セミのぬけがらしらべ：
真田山では何匹産まれたかな？22

顕微鏡をのぞいたら小さな生き物の世界が！
自然体験観察園でミクロな生き物さがしを
体験しよう！

自然体験観察園の
プランクトンをさがしにいこう23

自然体験観察園のミクロな生き物を顕微鏡
で観察！エコボラさんと一緒に探してみよ
う。ミニ図鑑もプレゼント！

自然体験観察園
「ミクロな生き物たちのつながり」24

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。エコおもちゃが当たるゲームも。

おみくじを引いてクイズに挑戦！
ソーラーキーホルダーをデコってみよう！

27

てづくり「でんき」で
あそぼう！

手回し発電キットを使って手作りした電気
で簡単なゲームにチャレンジ！（先着 50 名、
対象者：小学生）

26

温暖化やばいＤＥ・
自然エネルギーを身近に‼28

地球温暖化、自然エネルギーの話を聞いて、
ソーラーカーを自分で作ってみよう！

ソーラーカー工作29

COOL CHOICE の事を幅広く知ってもらうた
め、FMキタの人気DJ が優しくナビゲート
します。ガラポン抽選会もやってるよ！

大阪・やろうや！
「COOL　CHOICE」　30

体重移動で前進・後退・停止・スピード調整・
方向転換ができる未来の立乗り電動二輪車
に乗ってみよう！

未来の乗り物に乗ってみよう！
電動二輪車試乗会開催！31

みなさんの投票により入賞作品を決定。気
に入った写真に「いいね！」シールを貼ろう。

みんなで選ぶ★
メッセージフォトコンテスト32

日常生活で利用する化学物質のリスクや使
用上の注意について、実験を通して、楽し
く学べるワークショップ。

生活の中の化学物質 
～ワクワクする実験で、楽しく学ぼう！～25

水素で走る！
未来のクルマ実験教室

クイズや「水素で動くラジコン体験」を通
じて、水素の性質を学ぼう！

世界でたった一つのおたよりをお友達に
送ってみよう！郵便物・ゆうパックの配達
に使用する電気自動車の展示も！

37

楽しいおたより作りと
電気で動く郵便車38

電気で動くごみ収集車があるって知って
る？電気ごみ収集車を実際に見てみよう！

電気ごみ収集車の展示39

走行中の CO2 排出とガソリン消費はゼロ！
電動車両の展示と給電システムのデモを行
います。

エコカーの展示40

水素自動車ってなんだろう？トヨタ自動車
の水素自動車「MIRAI」の展示と電力供給を
行います。FCV 試乗会も開催！

水素で走るクルマ
「ＭＩＲＡＩ」展示と試乗41

OGAkKO Art

木を切る際に出るおがくずをカラフルに色
付けした粉を使って、親子で楽しめるエコ
でユニークなお絵かきをしよう！

SDGs トランプでババ抜き！ 2枚そろったら
何がある？楽しみながら SDGs の 17 のゴー
ルを学びます。

49

ちりめんモンスターを探せ !

分類されていないちりめんじゃこから、お
気に入りのちりめんモンスターを探してち
りめんモンスターカードを作ろう！

48

親子で楽しむ SDGs
ババ抜きゲーム50

環境問題とベジタリアンの関係って？ふた
つの関係について、資料の展示や配布で紹
介します。

ベジタリアンと
環境との関係51

大阪湾産ちりめんや、ちりめんふりかけを
中心に、大阪湾や淀川河口で捕れた魚を使っ
た商品の販売をします。

大阪湾・淀川の恵み52

なにわの伝統野菜で作る創作和菓子「ふ和
り」や、薄皮の酒蒸し饅頭「野根まんぢう」
の販売。

福田屋 × 和工房いとをかし53

優しさに出会えるビーガンカフェ

環境にやさしい菜食の普及をめざしている
カフェ。動物性食材や動物由来の食材を使
わないパウンドケーキ等を販売。

農薬不使用、非遺伝子組み換え、フェアト
レードの基準で作り上げたモリンガパウ
ダー、茶葉、精油などを販売。

61

自然農法 33 年目の土壌から

33年間自然農法にこだわった土壌で育てた、
おいしい野菜や果物を販売。

60

未来を守るハーブの力62

栽培中、農薬や肥料は使わず、土を大切にし、
種は自分で取る、自然農法で育てた野菜や
加工食品の販売。

自然農法の食材や
加工品の販売63

添加物を一切使わない自然食品や、国内産
やオーガニックにこだわり、アレルギーに
も配慮したお菓子や飲み物の販売。

自然食品のお店64

地産地消、自然農法等をテーマにしたマル
シェについて、チラシの配布を行います。
米ぬかからできたカイロの販売も。

人・農・食・緑が
つながるマーケット65

キッチンカー「スムージーなにわ」号で、
地域の生産者の顔の見える、スムージー＆
野菜スープの販売。

スムージー＆野菜スープ
 「スムージーなにわ」66

温暖化の現状と原因をパネル展示。
家庭でできる省エネを紹介します。お家で
実践して温暖化を防ごう！

地球にも家計にもやさしい
省エネで温暖化を防止しよう！33

無から水を創り出すマシン、ウォーターメー
カーの構造を学び、実際に飲んで体験しよ
う！

無から水を
創り出すマシン35

非常時に役立つパラコードブレスレットを作
ろう！防災食など生活に防災を取り入れるた
めのアイディアも紹介。

生活に防災を！34

異常気象の影響で災害が増えています。
災害時にどうすれば生きぬけるか…
挑戦してみよう！（要申込み）

自然災害を生きぬく力！
～暗闇サバイバルを体験～36

タマカラ de
ミニガーデンつくーる

捨てたらもったいない！卵の殻にフェイクグ
リーンを飾ると…。可愛いお庭に大変身！

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 国際環境技術センター
と地球環境センターを紹介します！

42

鶴見緑地から
国連の活動を支援！43

地球に優しく、お財布にも優しい自動車の
運転方法「エコドライブ」を体験しよう！

エコドライブ体験44

あなたのおうちの光熱費などの情報をもと
に、無理なくできておトクにもなる省エネ
対策をお伝えします。

省エネでおトクに！
「うちエコ診断」45

プラスチックごみの行方について、すごろ
くを通して楽しく学習できるワークショッ
プを行います。

プラスチックの旅
プラごみの行方を知ろう46

マイボトル・マイバッグのあるエコでお得な
暮らしを提案します♪（フレーバー水作りでは
リユース食器もご利用いただけます！）

オリジナルフレーバー水＆
エコバッグを作ろう♪47

なにわの伝統野菜応援団
おいしく豊食

なにわの伝統野菜と菜の美味しさを引き出
す食材や、『おいしい雑草摘み菜で楽しむ和
食』の本などを販売。

資源を消費せず再生産を繰り返す「サーキュ
ラーエコノミー（循環型経済）」型の Tシャ
ツを販売。

54

服から服をつくる
サーキュラーエコノミー55

洗って繰り返し使える「リユースびん」に
入ったお茶、ジュースを販売。

リユースびん飲料の販売56

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、「大阪八彩天」の
販売。

地産地消 おおさかもん
大阪八彩天の販売57

人が食べる食材や、可能な限り無農薬のお
野菜など、安心安全な素材を使った犬や猫
用の薬膳おやつを販売。

犬猫用手作りおやつの販売58

米粉は、小麦と違って、国産のお米を使用
することで、フードマイレージを減らし環
境にも優しい、グルテンフリーの食品です。

米粉で作った
シフォンケーキ59

新感覚お野菜専門店

食品ロスを減らすことを意識し、国産規格
外の販売されないお野菜を使ったカレーや
チップス、チーズポタージュなどの販売。

地産地消を意識して、旬やその土地で栽培
された食材を使ったクレープを緑のキッチ
ンカーで販売。

67

おいしくて体にやさしい
クレープの販売68

箱型の打楽器「カホン」を廃棄される段ボー
ルで作ろう。どんな音が鳴るのか、みんな
で演奏してみよう！

段ボールカホンを作って
みんなで演奏しよう69

地域活動協議会や、学校、PTA など地域で活動す
る団体に向けた発表会を実施。ネットワーク参加
団体と地域がつながるきっかけを作ります。

おおさか環境ネットワーク
活動発表会70

3Rエリア

生物多様性、
自然体験エリア

地球温暖化、
環境と生活エリア

環境と防災
エリア

環境と車
エリア

なにわ ECO
スクエア

その他

マルシェ
エリア

至 鶴見緑地駅

トイレ（3 か所）

エコステーション

ラリー拠点（5 か所）

救護（本部テント）

授乳室（1 か所）

おむつ交換所（1 か所）

会場 MAP

ラリー
GOAL
ラリー
GOAL

ラリー
START
ラリー
START

A

B

C

D

E

【材料費】1,000 円

【材料費】500 円

【材料費】100 円

【材料費】1,000 円

【材料費】500 円

【材料費】500 円 ( クイズは無料 )

【材料費】1,500 円

【資料代等】300 円

【材料費】300 円

【時間】13:45 ～

【材料費】500 円

【材料費】200 円～

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。会場内の
マルシェで使用している食器は、すべ
て繰り返し使えるリユース食器です。
リユース食器はエコステーションまで
ご返却ください。

会場内にごみ箱はありません。
食器はすべてリユース食器です。

自然体験
観察園

臨時
駐輪場

大阪市環境局環境施策部環境施策課

大阪広域環境施設組合

大阪市環境局事業部城北環境事業センター

大阪市環境局事業部一般廃棄物指導課・家庭ごみ減量課

ハッピーアースデイ大阪実行委員会

プルタブ工房 KOUSEI

なにわエコクラブ

ニコニコ寿要会

もったいないネット東淀川

大阪府シェアリングネイチャー協会

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）

なにわエコ会議　環境教育啓発部会

カワセミの会

このはなカエルクラブ

なにわエコ会議　生物多様性部会

大阪市天王寺動物公園事務所

ひがしなり わがまち くらぶ

鶴見区種から育てる地域の花づくり活動ボランティア

木の音 lab KIWAMI

大阪市エコボランティア

大阪市エコボランティア

NPO法人大阪自然史センター

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

一般財団法人大阪住宅センター（花博記念公園ハウジングガーデン）

NPO法人リアルにブルーアースおおさか

おおさかスマートエネルギーセンター

自然エネルギー市民の会

ウメダ FM Be Happy!789（エフエム・キタ）

FID 株式会社

大阪市環境局環境施策部環境施策課大阪市環境局環境管理部環境管理課（化学物質対策グループ）

大阪トヨペット株式会社・大阪トヨタ自動車株式会社・大阪市

日本郵便株式会社近畿支社

JFE エンジニアリング株式会社

西日本三菱自動車販売株式会社

にしもく合同会社

富士ゼロックス大阪株式会社

大阪府立大手前高校 生物部

NPO法人日本ベジタリアン協会

大阪市漁業協同組合

有限会社 福田屋

Vegan Cafe Thallo

Asian Herbal Remedies

ホリスティック自然ファーム

ほっと LOHAS ひろば

ムスビガーデン大手通店

大阪ぐりぐりマルシェ実行委員会

一般社団法人キッチンカーマルシェ協会

認定NPO法人地球環境市民会議（CASA)

株式会社ファーストグランツ

公益財団法人公害地域再生センター

一般社団法人 72時間サバイバル教育協会

エコ雑貨☆つくーる

公益財団法人地球環境センター

大阪自動車環境対策推進会議

一般財団法人大阪府みどり公社

大阪湾環境保全協議会

大阪府環境農林水産部

豊食株式会社

株式会社ハヤシコーポレーション

Rびんプロジェクト

有限会社魚竹蒲鉾店

Belle&YS

米粉工房 "pico

coco-vege kichen

ナチュラルカフェイヴェール

カホン deボンボン

おおさか環境ネットワーク

大阪トヨペット株式会社・大阪トヨタ自動車株式会社・大阪府・大阪市


