
参加推奨年齢や参加方法など、詳しい情報は裏面をご覧ください
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王 禅 寺 エ コ 暮 ら し 環 境 館
◆ 開館時間： 9時00分～16時30分（見学の方の入場は16時00分まで）

◆ 見学方法： 自由見学（無料） ◆ 休 館 日：毎週水曜日（祝日の場合は、翌平日）
◆ 連 絡 先 ： 〒215-0013 川崎市麻生区王禅寺1285番地

【 電 話 】044-712-4637 【 ＦＡＸ 】044-712-4638
【 ホームペーシﾞ】https://www.eco-kankyoukan.jp/

※ 駐車場台数には限りがあります。ご来館の際は、地球温暖化の

防止にもつながる「公共交通機関」をご利用ください。

※ 駐輪場は歩道内にあります。敷地内は自転車を降りて通行ください。
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新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、

掲載されている内容は中止・変更になる

場合がございます。 最新情報は、

ホームページをご確認ください。
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参加費無料！
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項目名 内容 開催時間 参加枠

葉っぱのスタンプde
ミニエコバッグ作り

葉っぱのスタンプを使って、自分だけのミニエコバッグを作ろう♪ バッグのサイズは、
たて 17cm ・よこ 27cm ・ マチ 8cm。 500mlのペットボトルが5本くらい入る大きさです。

★推奨年齢：3歳以上／事前予約制／所要時間約45分★

①10：00～10：45
②11：15～12：00
③13：00～13：45
④14：15～15：00

各回 12 名
（推奨年齢：3歳以上）
★事前予約制★

※下の枠をご確認ください

手あらい教室
手洗い歌を通して、正しい手洗い方法を楽しく学習します。ご家庭での手洗い習慣にも
つなげます。 ★推奨年齢：3歳以上／事前予約制／所要時間約30分★

【協力：花王グループカスタマーマーケティング株式会社】

①10：15～10：45
②11：15～11：45
③13：15～13：45
④14：15～14：45

各回 48 名
（推奨年齢：3歳以上）
★事前予約制★

※下の枠をご確認ください

リサイクルストラックアウト 資源物がどんなものに生まれかわるのか、ストラックアウトで楽しく学ぼう！
①10：00～11：30
②12：30～13：30
③14：00～15：00

景品がなくなり次第終了

スタンプラリー 施設の中を探検しながらスタンプを集めて、プレゼントをもらおう！日替わりのプレゼントも♪ 10：00～15：00 景品がなくなり次第終了

かわるん来館 かわるんが皆さんに会いに来ます！一緒に写真を撮ってね♪ 時間未定 -

両日開催 イベント内容一覧

◆会場内への入場は、20名までの入場規制をさせていただきます。

20名を超えた場合は、退出者が出るまでお待ちいただきます。

◆ 各開催時間開始の5分前に集合場所にお集まりいただいた方を対象に、

入場順の抽選を行います。 ※先着順ではありません

◆ 開場時の列が入り終わった後、会場内の人数が20名以下の場合には、

自由に入退場いただけます。

開催日 項目名 内容 開催時間 参加枠

18
（土）

スケルトン車展示・
ごみ投入見学

ごみ収集車（パッカー車）の一部が透明になった「スケルトン車」を展示。
ごみを入れた時にどんなふうに動くのか、近くで見てみよう！記念撮影もできるよ♪

【展示】10：00～15：00
【ごみ投入見学】 ①10：45～
②11：45～ ③13：45～

－

分別釣りゲーム ごみの分別をゲームで楽しく学習。参加者にはプレゼントも。 10：00～15：00
景品がなくなり次第

終了

花の植替え体験
屋上庭園の花時計を、きれいに飾ってください！
参加者には記念写真のプレゼントも。

12：15～12：45
当日先着12組
（1組5名まで）

19
（日）

AMWミニライブ

アニメ「創聖のアクエリオン」等アニソン会で知られている現役アーティストbless4が
プロデュースする 柿生初のアイドル「男女混合コーラスグループAMW」
みんなが知っているアニメソングやＪポップのアカペラカバー曲・ノリノリのダンス曲で
一緒に盛り上がろう♪ライブ後にサイン・撮影会も。

①10：50～11：10
②13：50～14：10

-

カキライザーショー
柿生を愛し、柿生を守るヒーロー！その名も「柿生の戦士 カキライザー」
環境問題も交えた特別なショーをするからぜひ見に来てね！
闇ライザーは現れるのか・・・！撮影会もあるぞ！

12：10～12：30 -

物々交換会
～みんなで
リユース～

「自分では使わないけど、捨てるにはもったいないもの」の交換会。
リユース（くり返し使うこと）で資源を大切にしよう！

【対象品：衣類・服飾品・子ども向けグッズ・生活雑貨】
★参加には出品が必要です／出品事前予約制／入場順抽選制★

①10：30～11：15
②11：45～12：30
③13：00～13：45
④14：15～15：00

1度に20名まで入場可
★出品事前予約制★
※詳しくは下の枠を
ご確認ください

要
予約

要
予約

物々交換会～みんなでリユース～ 参加方法のご案内

日替わり開催

ﾐﾆｴｺﾊﾞｯｸﾞ作り・手あらい教室 事前予約（応募）のご案内

要
予約

イベントの参加には、マスクの着用・入口での検温・連絡先の記入が必須と
なります。ご理解の程お願い申し上げます。

・スタッフの体調管理、マスク着用、定期的な除菌と換気を徹底しております
・検温の際、37.5度以上の方は入場をお断りさせていただきます
・体調不良の方は、来館をご遠慮ください

◆「参加枠」に年齢の記載のない項目には、年齢制限（推奨年齢）はありません◆

入場の
ご注意

自分では使わないけれど、誰かに使ってもらえたら嬉しい。そんな不要品の交換会です。

不用品を無償でご提供ください。★出品には、必ず事前予約が必要です★

◆ 予約方法：電話予約 （044-712-4637） のみ

※電話の際、出品持込み日時の予約を行います(先着順）

◆ 出品持込み期間： ～3/14（火）16：00まで （1世帯10点まで）

◆ 対象品：衣類・服飾品（アクセサリー・ベルト・帽子・バッグ等） ・生活雑貨

（文房具類・タオル・食器等）・子供向けグッズ（おもちゃ・ファンシーグッズ等）

※対象外品、下着類や破損品、汚れがひどいもの（使用に問題があるもの）、安全用品

（チャイルドシートやヘルメット等）はお引受けできません。書籍は、子供向けの絵本や

児童書のみ出品可能です。食器類、下着類は未使用品のみお引受けいたします。

また、細かい品等は、こちらの判断で「まとめて1点」とさせていただく場合がございます。

◆出品1点につき、引換券を1枚お渡しします。イベント開催時間中に引換券を持って

ご来館いただき、お好きな品物と交換してください。

※当日開催のスタンプラリー完成でも、引換券を1枚お渡しします。

★感染症拡大防止のため様々な制限を設けています。ご理解、ご協力をお願いいたします★

※水曜以外の9:00～16:30

応募者多数の場合は、抽選になります。

◆応募方法：来館／電話／ホームページのイベント申込フォームより

下記必要事項を添えてご応募（項目毎に各1回限り有効）ください

① 参加希望項目名 【「ミニエコバッグ」または「手洗い」とお書きください】

② 参加希望日時 ※第3希望まで応募可能

③ 代表者氏名・住所（郵便番号含む）・電話番号

④ 参加人数★・参加者の氏名・年齢（未成年者のみ）

★ミニエコバッグ作りは、バッグを作る方のみ の人数（付き添いは除く）

★手洗い教室は、同席する方全員 の人数（付き添いを含む）

◆応募締切 ： ～3/9（木）23：59まで
※来館・電話でのご応募は3/9（木）16：30まで

◆ 推奨年齢 ： 「葉っぱのスタンプdeミニエコバッグ作り」 3歳以上

※推奨年齢以下の方も応募可能ですが、少し難しい内容になる事をご了承ください

◆当選発表 ：ご応募の際にお知らせする【受付番号】を使用します。

ホームページで当選者の受付番号を発表の上、参加通知証（はがき）を

お送りします。 ※3/11（土）発表・はがき投函予定

◆応募連絡先 ： 044-712-4637※ 水曜以外の 9：00～16：30

https://www.eco-kankyoukan.jp/

「手あらい教室」 3歳以上


