
親子で
ソーラーカー工作

参加無料  

環境
岐阜市
第14回

みんなで集めよう！かんきょう都市

まるごと フェア
11/22
みんなの森 ぎふメディアコスモス

10:00～15:30
（荒天時中止）日と き

ところ

主催 ： 岐阜市まるごと環境フェア実行委員会 　共催：岐阜市 　後援：NHK岐阜放送局/岐阜新聞・ぎふチャン/中日新聞社/岐阜市教育委員会

岐阜市まるごと環境フェア実行委員会事務局 TEL 058-214-2178
FAX  058-264-7119(岐阜市役所循環型社会推進課内)   E-mail:junkan@city.gifu.gifu.jp

岐阜県リサイクル推進協会/一般社団法人岐阜県自動車会議所/岐阜県清掃事業協同組合/東邦ガス株式会社岐阜支社岐阜営業所/日本たばこ産業株式会社東海支社/
岐阜再生資源事業協同組合/岐阜商工信用組合/岐阜信用金庫/一般社団法人ぎふ綜合健診センター/岐阜プラスチック工業株式会社/株式会社十六銀行/
一般社団法人岐阜県産業環境保全協会/ぎふ農業協同組合/西濃建設株式会社/一般財団法人中部電気保安協会岐阜営業所/伊藤忠エネクスホームライフ中部株式会社/
株式会社大垣共立銀行/花王株式会社/一般社団法人岐阜県LPガス協会岐阜支部/一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター/岐阜県森林組合連合会/
株式会社岐阜髙島屋/郷土の環境を守る会/生活協同組合コープぎふ/大和リース株式会社名古屋支店　DREAM☆Solarぎふ太陽の恵みプロジェクト/
株式会社西日本キャンパック/マックスバリュ中部株式会社

協賛： 

ＭＩＲＡＩ体験デー
最新技術を集めた燃料電池自動車「MIRAI」に
乗車体験しよう。
申込者の中から当日の抽選会で当選すると乗車できます。
抽選会に参加すると、抽選に外れても記念品をプレゼント。

要事前
申込

みんなで雑がみ交換デー

メディコス・
エコ体験隊

自然のエネルギーを活用したエコな
メディアコスモスを見学しよう。

人力発電遊園地に
チャレンジ

第11回 アースレンジャー
子ども会議

使用済小型家電
回収コーナー

家庭で集めた雑がみ（紙袋に１㎏
程度）を会場へ持ってくると、エコ
グッズと交換します。

要事前
申込

要事前
申込

抽選会参加者に
記念品プレゼント

参加者に
記念品プレゼント

エコグッズ進呈

お子さんに
参加賞プレゼント

 平成27年度

11/14
JR岐阜駅南口駅前広場

10:00～15:00
（雨天の場合は15日に順延）土と き

ところ

まるかんフリーマーケット

11/8
岐阜大学サテライトキャンパス

13:00～16:00日と き

ところ

学生環境会議 観覧
自由

講 師　NPO e-plus 生涯学習研究所代表理事
　　　　小林　由紀子 氏

テーマ  地球と環境問題

11/21
みんなの森 ぎふメディアコスモス

13:00～17:00土と き

ところ
平成27年度第2回

講師　兵庫県立大学 自然･環境科学研究所講師
　　　　三橋　弘宗 氏  ほか

講師  岐阜大学工学部准教授  大谷  具幸 氏

生物多様性シンポジウム

地中熱セミナー
講演①「岐阜市の地下で起きている不思議な温度変化」

講師  ヤマカトラストホームズ㈱
　　　フィアスホーム岐阜南店代表取締役  山田  数貴 氏

補助金を活用したエコ事例紹介
講演②「新築・リフォーム　地中熱を賢く利用しよう」

要事前
申込

当日
受付

参加者に
記念品プレゼント

講師　岐阜大学工学部教授  上宮  成之 氏

講演「水素エネルギー社会の実現に向けて」
～バイオマスからの水素製造技術とその課題について～

要事前
申込

参加者に
記念品プレゼントバイオマスセミナー

観覧
自由

観覧
自由

申込方法は裏面を
ご覧ください。

お問い
合わせ

くわ
しく
は

裏面
を見
てね

当日
受付

見て、食べて、学ぶコーナー
当日
受付

28テントブース出展



まるかんイベントコンテンツ

※天候や出展団体等の都合により内容を一部変更する場合があります。
※地球温暖化防止のため、マイカーでのご来場は控え、できる限り公共交通機関でお越しください。
※ご来場には、マイバッグをご持参ください。
※このチラシが不要の方は、地域の資源分別回収(雑がみ)にお出しください。 70

「雑がみ」に
分別

ぎふメディアコスモス 
11月22日日 10:00～15:30

ステージスケジュール（ドキドキテラス）

（荒天時中止）

岐阜大学サテライトキャンパス（岐阜スカイウイング37内）
11月8日日 13:00～16:00

10:00
10:05
10:20

10:30
10:40
13:00
15:15
15:30

要事前申込

開会式
環境活動顕彰表彰式
アースレンジャー子ども会議出発式
(10:30～　みんなのギャラリーで開催)
ＭＩＲＡＩ乗車体験抽選会
ごみ1/3減量大作戦子どもポスターコンクール表彰式
環境ＤＶＤ視聴会
アースレンジャー子ども会議（子ども環境宣言）
閉会式

申込 方法

出 展 団 体一覧
伊藤忠エネクスホームライフ中部㈱

ＭＩＲＡＩ体験デー 申込期限：11月17日㈫まで
◉時間：10：45～13：30のうち各回15分間　◉定員：10組（1組3名まで）
◉対象：６歳以上の方 
ＭＩＲＡＩの乗車体験ができます（運転はできません）。申込者は当日
10:30からの抽選会に参加してください。抽選に当たると1回乗車でき
ます。抽選に外れた方にも当日記念品を進呈します。

燃料電池などの環境機器の紹介と
アンケートを行います。

花王㈱
エコ製品の紹介と環境クイズを行
います。

NPO環境浄化を進める会岐阜
生ごみ堆肥のPRとお米の試食を行
います。

（一社）岐阜県ＬＰガス協会岐阜支部
「やさしいエネルギーLPガス」の
紹介と実演調理・試食を行います。

（一社）岐阜県産業環境保全協会青年部
廃棄物処理関連展示とリサイクル
品での体験を行います。

岐阜県地球温暖化防止活動推進センター
地球温暖化防止や省エネ行動の啓
発・体験を行います。

（一社）岐阜県リサイクル推進協会
リサイクル製品の展示とPRを行い
ます。

NPOぎふし森守クラブ
ドングリを使ったこま作りとこま
回し大会を行います。

岐阜大学　学生保安消防隊
環境にやさしい防災の紹介と体験
を行います。

岐阜大学　学生ボラネット
岐大祭で実施した雑がみ回収の報
告を行います。

岐阜地方気象台
地球温暖化に関する展示と気象現
象の実験を行います。

岐阜トヨタ自動車㈱
燃料電池自動車MIRAIの乗車体験
と展示を行います。

岐阜プラスチック工業㈱
バイオマスプラスチックの紹介と
展示を行います。

NPOサイエンスものづくり塾エジソンの会
不用品を利用した科学実験ともの
づくりの体験を行います。

静岡市環境創造課
静岡市の環境情報PRと安倍川の
石磨き体験を行います。

生活協同組合コープぎふ
環境活動の取組と環境配慮製品の
紹介・試食を行います。

西濃建設㈱
太陽光発電蓄電池の紹介を行いま
す。

ドリームソーラーぎふ太陽光発電
所などの取組の紹介を行います。

NPO地中熱＆地下水資源活用NET
岐阜市の地下構造・地下水の解説
と住宅向け地中熱利用の紹介を行
います。

（一財）中部電気保安協会岐阜営業所
電気を使ったいろいろな体験を行
います。

東邦ガス㈱岐阜支社岐阜営業所
燃料電池、環境活動の取組展示とク
リーンエネルギー天然ガスの紹介を
行います。

NPO長良・自然とくらし楽校
岐阜市長良地区に生息する生物の
紹介を行います。

ボーイスカウト岐阜市協議会
風を利用して遊ぶおもちゃの工作
とおやつの提供を行います。

ボランティア　風と土の会
間伐竹でマイカップや竹とんぼ、竹
笛などの工作を行います。

マックスバリュ中部㈱
「世界に一つだけのマイバッグ」工
作を行います。

NPOリサイクルロンドぎふ
ダンボールコンポストの紹介とぺ
パ鉛筆作り体験を行います。

岐阜県環境生活部環境管理課
岐阜県産J－VERの紹介とアンケー
トを行います。

岐阜市環境事業課
使用済小型家電16品目などの回
収を行います。

大和リース㈱名古屋支店
DREAM☆Solarぎふ太陽の恵みプロジェクト

50音順（一部を除く）

【申込方法】住所・代表者氏名・同乗者数（2名まで）・電話番号を電話、
ファクス、Ｅメールで岐阜市役所循環型社会推進課（☎058（214）2178

　Fax058（264）7119　E-mail  junkan@city.gifu.gifu.jp)へ。

【申込方法】住所・氏名・電話番号を電話、ファクス、Ｅメールで岐阜市
役所地球環境課（☎058（214）2149　Fax058（264）7119
　E-mail  chikyu@city.gifu.gifu.jp)へ。複数人申込可。申込者多数の
場合は抽選。

メディコス・エコ体験隊 申込期限：11月11日㈬まで
◉時間：10:30～11:55　◉定員：40名
◉対象：小学生以上の方（小学生は保護者同伴要）。

記念品
プレゼント

記念品
プレゼント

【申込方法】住所・氏名・電話番号を電話、ファクス、Ｅメールで㈱テイコク
　環境エネルギー部　田澤（☎058（214）3459　Fax058（252）3766
　E-mail  tazawa@teikoku-eng.co.jp)へ。先着順。複数人申込可。

地中熱セミナー 申込期限：11月17日㈫まで
◉時間：12:30～13:30　◉定員：100名

記念品
プレゼント

【申込方法】住所・氏名・電話番号を電話、ファクス、Ｅメールで岐阜市
役所地球環境課（☎058（214）2149　Fax058（264）7119
　E-mail  chikyu@city.gifu.gifu.jp)へ。先着順。複数人申込可。

バイオマスセミナー 申込期限：11月17日㈫まで
◉時間：14:10～15:20　◉定員：100名

記念品
プレゼント

【申込方法】希望時間・住所・氏名・学校名・学年・電話番号・保護者氏名を電
話、ファクス、Ｅメールで岐阜市役所自然共生政策課（☎058（214）2175

　Fax058（264）7119　E-mail kyousei-sei@city.gifu.gifu.jp)へ。先着順。

親子でソーラーカー工作 申込期間：10月26日㈪から
　　　　　11月17日㈫まで◉時間：①10：30～ ②12：00～ ③14:00～

◉対象：小学生（保護者同伴要）　◉定員：各回小学生20名
◉出展：清流の国ぎふエネルギー・環境科学ネットワーク
　　　　大和リース㈱名古屋支店　 DREAM☆Solarぎふ太陽の恵みプロジェクト

学生環境会議
高校生・大学生が環境をテーマに
意見交換します。

JR岐阜駅南口駅前広場
11月14日土 10:00～15:00

まるかんフリーマーケット

美濃中山道ふるさとまつりと協賛し
てフリーマーケットを開催します。

ぎふメディアコスモス
11月21日土 13:00～17:00
平成27年度第2回  生物多様性シンポジウム

生物多様性地域戦略について、講
演等を開催します。

JR岐阜駅

名鉄
岐阜駅

岐阜市役所 鶯谷トンネル

大縄場大橋

忠節橋

金華橋 岐阜公園

岐阜大学サテライトキャンパス
（岐阜スカイウイング37内）

南口駅前広場

裁判所前

忠節町1

西野町1忠節橋南

真砂町3 今小町

七軒町

N
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会場案内図

 （雨天時は15日に順延）
忠
節
橋
通
り

金
華
橋
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長
良
橋
通
り

みんなの森
ぎふメディアコスモス


