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図書館側出入口

1
十勝の自然史研究会
2
市民フォーラム十勝
3
ナキウサギふぁんくらぶ
4
十勝自然保護協会
5
地球環境を守る十勝連絡会
6
帯広の森・はぐくーむ
7
帯広川伏古地区子どもの水辺協議会
8
帯広三菱自動車販売株式会社
9
わたあめ配布
10
帯広友の会
11
環境モデル都市おびひろ
12
大山緑地と若葉の森を愛する会
13
畜大学習友の会「牛歩の会」
14
とかち鹿追ジオパーク推進協議会
15
帯広児童会館
16
障がい福祉サービス事業所 ちあふる
17
NPO法人十勝エネルギーネットワーク
18 一般財団法人 北海道電気保安協会 帯広支部

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

陽気堂クリエート株式会社
プログラム・アンケート・クイズラリー用紙 配布
帯広ガス株式会社
帯広市環境保全推進会議
北海道コカ・コーラボトリング株式会社
株式会社カネタ
新日鉄住金(株)室蘭製鉄所
トヨタカローラ帯広株式会社
ポップコーン配布
帯広市 環境都市推進課
有限会社三共アットホーム
NPO法人 パッシブシステム研究会
帯広市 清掃事業課
北海道 十勝総合振興局 環境生活課
cafeはーと
啐啄童子（そったくどうじ）
おびひろ打ちっ粉クラブ
障がい福祉サービス事業所 ちあふる

◆ギャラリー
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帯広農業高等学校
環境にやさしい活動実践校
帯広畜産大学 野生動物管理学研究室
清水高等学校
池田高等学校
帯広農業高等学校（野菜販売）
帯広工業高等学校
帯広南商業高等学校
アンケート回収・クイズラリー抽選所
こども実験教室
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※有料
そば・エコ豚丼・惣菜パン
サンドウイッチ・からあげ棒
フランクフルト・ソフトアイス
ジュース・コーヒー

個人、団体、企業、行政などによる
「環境」をテーマにした展示会

木材から箸をつくり、名前を入れてみよう。
太陽光発電やエコジョーズ等を展示。
アンケートにご協力いただいた方に先着で
記念品（玉ねぎ）をプレゼント。
射的、間違い探しなど。参加いただいた方
にエコグッズをプレゼント！
十勝産カラマツの積み木遊び、森のクイズ
ラリーなど。また、きぼう（木棒）にメッ
セージを書いて東北の被災地へ贈ります。
実験を通じて大地の成り立ちを楽しく学びます。
洗剤を使わないエコなたわしをつくりましょう！

○学生による活動展示
○帯広農業高等学校 学生講演(13:00～)
○帯広農業高等学校 野菜市
○環境にやさしい活動実践校の展示
○キッズラボ（要 事前申込み）
日常生活で使う電気の仕組みや空気について実験を
通して学びます。実験キットのプレゼントあり！
①10：30～ ②14：00～ （90 分間） 先着各 20 名
申込み：十勝総合振興局 環境生活課 0155-26-9027

※参加ご希望の方は、運転免許証を
ご用意ください。
お持ちいただいた方に先着
でエコバック・BOX ティッシ
ュのいずれかプレゼント！
※廃食用油は
500ml のペット
ボトルに入れて
お持ちください。
なくなり次第終了

最新情報をチェック！

とかち・市民「環境交流会」2014

検 索

主 催
： 帯広市、帯広市環境保全推進会議
協 力 ： 北海道十勝総合振興局
お問合わせ ： 帯広市環境保全推進会議事務局 帯広市西 5 条南 7 丁目 1 （帯広市役所 環境都市推進課内）
TEL：0155-65-4135 FAX:0155-23-0161
MAIL：environment@city.obihiro.hokkaido.jp

プログラム
アトリウム
●開会式

１０：００ ～ １０：１０

●展示・体験コーナー １０：００ ～ １６：００
団体名

テーマ・展示内容

十勝の自然史研究会

「浦幌の K-T 境界層と恐竜の絶滅」 イン石落下の証拠である K-T 境界層と化石を紹介

市民フォーラム十勝

「帯広農業高校カシワ林を守ろう！」 農高カシワ林の豊かさ、貴重さを紹介

ナキウサギふぁんくらぶ

「奇跡の動物 エゾナキウサギ」 写真、生態パネルの展示 ※グッズ販売あります

十勝自然保護協会

「今、十勝の自然が危ない！」 “自然豊か”といわれる〝十勝の自然〟の現状を見る

地球環境を守る十勝連絡会

二酸化チッ素（NO2）と酸性雨測定～22 年間の推移～

帯広の森・はぐくーむ

カラマツの積み木遊び、森のクイズラリー、きぼう（木棒）にメッセージを書いて東北へ贈ろう

帯広川伏古地区子どもの水辺協議会

子供たちと帯広川の自然を楽しみながら行う環境保全活動や体験学習について紹介

帯広三菱自動車販売株式会社

電気自動車「i-MiEV」の展示 ※自動車から電気を供給してわたあめなどをつくります！

帯広友の会

「やってみませんか？我が家で出来るエコ生活！」 鍋帽子®、エコ洗剤の紹介

環境モデル都市おびひろ

「環境モデル都市の取り組みについて」 環境モデル都市特製シールをもれなくプレゼント！

大山緑地と若葉の森を愛する会

地域と自然の共生

畜大学習友の会「牛歩の会」

「生ごみのコンポスト容器」 取組意欲心向上の容器開発

とかち鹿追ジオパーク推進協議会

「地学実験教室」 実験を通じて大地の成り立ちを楽しく学びましょう

障がい福祉サービス事業所 ちあふる

「古着回収のリサイクル・リユース」 ※当日は古着を回収します、また物品販売があります

帯広児童会館

葉脈標本作り

NPO 法人十勝エネルギーネットワーク

「廃食用油の回収・BDF の展示」 廃食用油をお持ちの方に先着で記念品をプレゼント！

一般社団法人 北海道電気保安協会 帯広支部

デマンドコントローラーを用いた空調自動制御による省エネルギーの紹介

陽気堂クリエート工業株式会社

「太陽光発電システム展示」 アンケートにご協力いただいた方に“玉ねぎ”プレゼント（先着）

帯広ガス株式会社

「天然ガスについて」 省エネ機器 コレモ、エコジョーズを展示

帯広市環境保全推進会議

「アクリルたわしづくり」 洗剤不要で、可愛いアクリルたわしが誰でも簡単につくれます！

北海道コカ・コーラボトリング株式会社

環境から応援する北の恵

株式会社カネタ

環境にやさしい文具の紹介

新日鉄住金株式会社室蘭製鉄所

家庭から排出されるプラスチックのリサイクルについて紹介

トヨタカローラ帯広株式会社

プラグインハイブリッド車「プリウス PHV」の展示

帯広市 環境都市推進課

「マイ箸づくり体験」 木材から箸をつくり、電気ごてで名前を入れよう

有限会社三共アットホーム

「宇宙の技術を暮らしの中に」 住環境の改善、省エネ、光熱費削減につながる塗料の紹介

NPO 法人 パッシブシステム研究会

「パッシブ換気」 パッシブ換気とは何か？どのように違うのか？

帯広市 清掃事業課

3R・ごみを減量する工夫

北海道 十勝総合振興局 環境生活課

エコ縁日（プレゼントあり）、キッズラボ、バイオマス活用モデルのパネル展示
※こども実験教室は事前申込みが必要です。（右ページ参照）

帯広日産自動車株式会社

電気自動車「リーフ（LEAF）」の試乗 ※試乗は会場の外（図書館側）で受け付けます

●環境（eco）川柳の展示 １０：００～１６：００
●飲食コーナー １０：００～１６：００

川柳による環境へのメッセージ！

（有料）

団体名

販売内容

おびひろ打ちっ粉クラブ

おびひろ発！地産地消そば

啐啄童子（そったくどうじ）

エコ豚丼

cafe はーと

サンドウイッチ、惣菜パン、ソフトアイス、コーヒー

障がい福祉サービス事業所 ちあふる

フランクフルト、からあげ棒、ドリンク
※飲食コーナーで提供できる数には限りがあります

ギャラリー
●学生展示 １０：００～１６：００
学校名

テーマ・内容

帯広農業高等学校

水質浄化と多自然川づくり活動報告

清水高等学校

昔懐かしい水辺の生きもの再生プロジェクト

帯広工業高等学校

十勝の自然を守りたい ～帯広工業高校 自然環境学習の取り組みについて～

池田高等学校

全国でただ 1 つの授業 「羊と織物」

帯広南商業高等学校

南商エコ委員会の取り組みについて

帯広畜産大学 野生動物管理学研究室

野生動物に携わる学生の研究紹介～帯広に生息する野生動物を対象に～

●帯広農業高等学校 農業科学科 野菜市

１０：００～１６：００ ※無くなり次第終了

帯広農業高等学校の生徒が実習で育てた野菜を販売します。

●環境にやさしい活動実践校の展示

１０：００～１６：００

※イメージ

帯広市が認定している環境にやさしい活動に取り組む学校を紹介します。

●「キッズラボ」-エコとかレンジャーと実験しよう- ①10：30～ ②14：00～ （90 分間・定員各 20 名）
いろいろな実験器具を使った、ドキドキ、ワクワクの実験教室！日常生活で使う電気の仕組みや空気に
ついて実験を通して学びます。参加者には実験キットプレゼント！（要事前申込み・小学生以下対象）
申込み先 十勝総合振興局 環境生活課

（電話番号 0155-26-9027）

●環境（ｅｃｏ）川柳 入選作品表彰式

１２：３０～１３：００

●学生講演

１３：００～１４：００

「水質浄化と多自然川づくり活動報告」 帯広農業高等学校 農業土木工学科 生徒の皆さん

その他
●電気自動車試乗会 １０：００～１６：００
試乗を希望される方は免許証をお持ちください。当日は予定より早く終了する場合があります。

●豪華！来場者４大プレゼント

１０：００～

※無くなり次第終了

① クイズラリーにご参加いただいた方に抽選で ECO グッズをプレゼント
② アンケートにご回答いただいた方に「おびひろ極上水（500ml）」プレゼント
③ 「もっとエコなとかちづくり」 アルミバルーン プレゼント
④ わたあめ、ポップコーン プレゼント

●古布無料回収

１０：００～１６：００
記載されている内容の一部は、出展者の都合により変更となる場合がございます

