ガラポン抽選で
エコグッズも当たる !!

学ぼう !

で
会場
僕も
♪
よ〜
る
て
待っ

★60以上の企業・団体・学校・行政による
多彩なブース
★クイズや工作など、
エコ体験もいっぱい！
★最新エコカー・エコ住宅・太陽光発電
★環境活動の取り組み紹介 など

ストップ温暖化
センターとちぎ
キャラクター
すとっち君

※写真は景品の一例です。予告なく変更となる
場合がございますのでご了承ください。

ウォークラリー 11/3 祝 金 4 土

「エコミッション
に挑戦！」

見がいっぱいの２日
発
な 大級のエコの
コ
祭典間！
エ 内最
県

各日先着

100名様

苗木の無料配布
11/3

祝金

フェイジョア

12：00〜なくなり次第終了

11/4 土

指令の書を元に、会場を回ってクイ
ズや体験などのミッションに挑戦しよ
う！ミッションを完了すると各ポイン
トでシールがもらえます。シールを集
めて、ガラポン抽選にチャレンジ！ 何
が当たるかはお楽しみ〜♪

ブルーベリー

12：00〜なくなり次第終了

「緑の募金公募事業」
お1人様いずれか1本

楽しい
ステージ

2017

ひろがれ エコ行動の輪

※写真は
イメージです。

www.tochieco.jp/ecotech2017/

11/
祝 金 11：00〜

11/3
久保田雅人の

大人気！

リサイクル工作ショウ

身近なものですぐに遊べる工作が盛りだ
くさんの工作ショウです。
大人も驚くアイデア工作が盛りだくさん！
みんなで遊ぶゲームもあるよ！
久保田 雅人さん
1989年4月から2013年3月までNHK
教育テレビの子ども向け工作番組「つくっ
てあそぼ」の「ワクワクさん」
として出演。赤
い帽子と黒メガネのコミカルなスタイル
で、上手に工作をするキャラクターとして
大人気を博す。現在も工作の楽しさを広め
るべく全国で活動中。

3

フェイスブックもやってます！

祝金

4

土

10:00~16:00（4 日は15:00まで）

マロニエプラザ 大展示場・屋外展示場

（宇都宮市元今泉6-1-37）

11/4 土 ①11：30〜 ②13：30〜
クラウンじっきぃの

エコパフォーマンスショー
ジャグリングやパントマイム、バ
ルーンなどを用いて、エコロジー
の「ココロ」を伝えます。子どもも
大 人も楽しみながら、
みんなで環境問題を考
えるきっかけになるエ
デュテインメント
（エコ
ロジー×エデュケーショ
ン×エンターテインメ
ント）
ショー。

楽しく
学ぼう！

おいしいグルメ

とちぎ地産地消マルシェ

おなかも
いっぱい！

地元とちぎ産の新鮮でおいしい食材を使った
美味しいものがいっぱい！マイ箸持参でLet s GO！

出 店 予定
かんぴょう街道4Kanスープ・焼きそば・フランク
佐世保バーガー・炭火串焼き
（牛串・豚串・那須豚フランク）
クレープ・スノーアイス・チーズ春巻き・ジェラート・鶏もも唐揚・鶏皮チップ
自家製大根と新里ネギのもつ煮・豚丼・自家製野菜ピザ・・・など
www.tochieco.jp/ecotech2017/

※詳細はブログで
Coming soon !

他にも楽しいゲームや体験、展示などもりだくさん！皆さまのご来場をお待ちしています！

【主催】栃木県地球温暖化防止活動推進センター（一般財団法人栃木県環境技術協会）
【後

www.tochieco.jp

援】関東地域エネルギー・温暖化対策推進会議／関東地方環境事務所／関東経済産業局／栃木県／宇都宮市／ NHK宇都宮放送局／株式会社栃木放送／ 株式会社とちぎテレビ
株式会社エフエム栃木／株式会社下野新聞社

【特別協賛】栃木トヨペット株式会社

【協

賛】株式会社ディーエフシー／株式会社DUO栃木Volkswagen栃木中央／一般社団法人栃木県自動車整備振興会

ごあいさつ

ECOテック＆ライフとちぎはCOOL CHOICEに賛同しています。

2017

「ＥＣＯテック＆ライフとちぎ２０１7」は、毎年地球温暖化防止月間キャンペーンとして開催し、
今年で１5回目となります。サブ

テーマに「ひろがれ

エコ行動の輪」を掲げ、イベントでの体験を参加者がそれぞれ持ち帰って継続実践していただくとともに、それ

を家族や友人、
ご近所の方などに発信していただきエコ行動の輪がひろがることが私たちの願いです。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

事前に準備して当日参加しよう！

使わなくなったおもちゃ・絵本を持って行こう！

おもちゃ・絵本交換広場

イベントで使用する電力（約1,000kW）は

「栃木県産の太陽光グリーン電力」

「トイクル」11/3

祝金

4土

おうちで使わなくなったおもちゃを持って来て、
ト
イクル広場にあるおもちゃと交換しよう！
おもちゃや絵本の交換の他にも、いろんなゲーム
やビンゴ大会で遊べるよ。

でまかなわれています

皆さまの参加によるCO2 削減量は、
イベント終了後にセンターの
ホームページで公表します。

使わなくなったおもちゃや絵本
を持ってECOテック会場内にある
トイクル広場へ行こう！
※おもちゃは一人1日20個まで
※使えるおもちゃに限ります
おもちゃの種類や状態によって
受付でポイントがも
らえるよ！ポイント
カードを発行して
もらおう！

昨年
大好評！

栃木県地球温暖化防止

ゴミの少ないイベント
を目指しています！

会場内には分別ゴミ箱を設置しています。
ゴミの
分別 および持ち帰り運動にご協力お願いします。

詳しくは トイクル 検索
※実施イメージ

【同時開催】平成30年度 地球環境基金 助成金説明会
・日時：平成29年11月4日
（土）
10:30〜12:00
・場所：マロニエプラザ 大会議室
（2F）
・主催：独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金部
・協力：関東地方環境パートナーシップオフィス
栃木県地球温暖化防止活動推進センター
・詳細・お申込先
地球環境パートナーシッププラザ
（GEOC）
のホームページで
ご案内いたします。 http://www.geoc.jp

マイ箸＆マイ椀を持って行こう！

11/3 祝 金 4 土 11：00〜なくなり次第終了
おいしいグルメ

各日 200食(100食×2種類）限定！

栃木の特産品 かんぴょう を使った4種類のスープを
各日2種類ずつご用意。全部食べたいほどの美味しさ！
体も温まりますよ〜♪

JR宇都宮駅

マロニエ
プラザ

鬼怒通り
東宿郷

スーパー
東郵便局

平松町

123

詳しい交通情報
はHPをチェック

至益子

街道

旧柳田

古本を持って行こう！

峰町

コンビニ

スーパー
東口バスターミナル4番乗り場
東野バス東図書館経由平出工業団地行き
「マロニエプラザ前」下車

ストップ温暖化センターとちぎ

問合せ先 （栃木県地球温暖化防止活動推進センター）
http://www.tochieco.jp/

※無料配布は
お一人様1杯限り
※マイ箸＆マイ椀の
使い回しは
ご遠慮ください

Power Saving 抽選会もある！
とちぎコンテスト
エコグッズ

アナタのお宅の光熱費削減はどのくら
い？今年1〜12月の電気、
ガス、
ガソリン・
灯油等の昨年比がわかる使用明細などを
ご持参の上、
ふるってご参加ください！

泉が丘
交番

市体育館

元今泉町

11/3 祝 金 4 土 終日

栃木県宇都宮市元今泉 6-1-37

宇都宮白楊高校

電機店

駅東公園

至県庁

コンビニ

1杯
円

マイ箸＆マイ椀持参で
スープが無料!

電気、ガス、ガソリン・灯油等の使用明細を持って行こう！

ヤマトホームコンビニエンスでは、
引っ越しの際に出る
不要な家電等を引き取りリサイクル販売をするサービスを
行っています。
安心してご使用いただける質の良い商品を
リーズナブルな価格でご提供いたします。
NAVI

とちぎ地産地消マルシェ

かんぴょう街道 4Kan スープ 100

当日会場でリサイクル家電の
販売をいたします。

会場アクセス

ポイントを使って、
欲しい
おもちゃと交換した こ
れに
り、
いろいろなゲーム
きめ
た！
で遊ぶことができる
よ。

stochi@tochieco.jp

★例えば、電気なら
「電気ご使用量のお知らせ」
を
お持ちください！ 昨年に比べて削減できている
ことがわかるものなら何でもOKです。

もったいないりぶっく

読み終わった本や不要なDVD，
ゲームなどをご寄附ください。
（本の裏表紙，
奥付等に
「ＩＳＢＮコード」
があるかご確認ください。
）
宇都宮市 環境政策課ブースで受け付けます。
【寄附できない本】×付属品・付録の欠品 ×タバコ・カビ臭
×週刊誌 ×新聞 ×著しい汚れ・破損

〒329-1198

栃木県宇都宮市下岡本町 2145-13
☎028-673-9101 FAX 028-612-6611

