（閉店 )

★中町商店街組合事務所でレンタサイクルの貸し
出しを始めました (1 回 300 円 9 時 〜 16 時 ) ！
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11/27
★主なイベント・出展内容（10・11月 10/23
（日） （日） ）

最新情報・詳しい内容・一部催しの参加申込は
中町の公式サイトをご覧ください。

※イベント・出展の内容・場所は変更になる場合があります。

https://nakamachi.org/eco

知る！体験する！

テイクアウト容器リユースプロジェクト 【場所②】

10/23
（日）

持ち帰り容器を使い捨てからリユースに置き換えて、ゴミを

ゆったりとエコを語り合う会
〜エコってなあに？〜 【場所①館内】

11/27
10/23
（日） （日）

なくすプロジェクトです。県内30店舗以上で利用中の、ひの

必見！地球のさまざまな情報を

な」エコへのさまざまな疑問や質問はもちろん、

体験！
定員

に出し合ってみましょう。

出展

エコネットまつもと

10/23
11/27
（日） （日）

「信州Greenでんき」展示コーナー
【場所②】
【場所③】

エネットまつもと nematsu@gmail.com

https://forms.gle/iBCBowN9MKxet2jj9

10/23
11/27
（日） （日）

太陽の光を使って料理ができる「ソーラークッキン

10/23
11/27
（日） （日）
出展

出張子ども食堂

はらぺこあおむし
（バ

ザー・絵本読み聞かせ・お子さんへプレゼント）、

★ブースお立ち寄りの方には「粗品プレゼン
出展

飯石 藍：松本三の丸エリアビジョン施設計画アドバイザー・公共 R 不動産
曽根原 和花：「ほっかり松本おさんぽ便」案内人
佐々木 一郎：中町まちづくり推進協議会事務局長・伊原漆器専門店店主

マイバッグをご持参ください。

野県産電力由来の電気に。
ト」
（数量限定）

商店街振興組合 訳あり野菜・100%無添加リンゴ

中部電力ミライズ

出展

温暖化を逆転する100の解決策！ドローダウンについて
知ろう（13時30分〜15時）
【場所①館内】

信州ネット

11/27
（日）

「地球温暖化、もう手遅れなんじゃないの？」でも、私達が変われ

10/23
11/27
（日） （日）

エコ事業に対する各種補助金等のご案内
【場所②】

ライブ！

ジュース・寿台養護学校制作品 他販売

グ」の効果を体験。温めたいものをご持参くださ
い。

10/23
（日）

サステナブルなまちづくり井戸端かいぎ
「ホコ天研究パート1」
（13時〜15時）【場所①館内】

登壇者

エコ・フリーマーケット
【場所①屋外】

ご家庭で使用する電気が環境にやさしい長

ソーラークッキング体験（11時〜15時）
【場所①屋外】

参加する！

トークセッションとワークショップで、誰もが心地よく移動できる交通体
系や新たなモビリティとの共存、エネルギー効率の良い環境負荷の低
いまちづくりについて市民が考える機会にしたいと思います。
第 2 回は、12/11 に縄手通りの「SWEET WORK コワーキングスペース」
でトークセッションを行います。

展示・販売！

参加費無料、当日参加もOKですが事前申し込みをお願いします。
https://bit.ly/3NJETyx

500円/一人

15名

申込先（要事前申込）

10/23
11/27
（日） （日）

立体地球儀にデジタル投影！

松本のこれからについても、聞いてみたかったこと、話したかったことを自由

11/27
（日）

ら、お金をかけずに自分たちで施工できる手法を

き廃材を50％含むバイオマスプラスチック製の容器「アル
パッケ」の展示と入会受付を行います。 出展 アルライフ

デジタル地球儀「スフィア」によるミニ講座と体験
【場所①館内】

「それって本当にエコなの？」
「こんな松本がいい

出展・問合せ

古民家でも活用できるDIY断熱改修を学びます。DIYを楽しみなが

参加費

10月：13時〜15時、右ページの「井戸端かい
ぎ」
として実施
11月：13時〜14時30分

申込先

断熱改修ワークショップ【場所①館内】

ばまだ希望があります。
ドローダウンの内容を紹介しながらその
希望をみんなで考えます。
（講師：関口 守）

出展

ち9わぶ

コカリナライブ（無料・ゼロカーボンライブ）
エシカルマルシェ
（平飼い卵・市場に出回らない「初卵」等販売）

（11時30分〜と14時〜）
【場所①屋外（雨天時館内）】

10/23
（日）

10/23
（日）

木製の楽器で、間伐材や災害時に残った樹

【場所①屋外（雨天時館内）】
【11月のみ場所②】

などで作れるため環境保護のシンボルのコ
カリナ。松本平のサークルがトークをまじえ

エコ関連の各種補助金情報をご紹介します。

参加費無料、当日参加もOKですが事前申し込みをお願いします

エシカル消費を実践するコーナーです。

て演奏します。

太陽光発電・EV充電器・V2H・省エネ機器など

(前日まで予約がなければ中止)。 申込先 https://bit.ly/3CztFtp

四賀の会田養鶏の平飼い卵・市場に出回らず廃

演奏

松本コカリナアンサンブル

棄されることも多い初卵（ういらん）の販売（売り

曲目

信濃の国・故郷・花の街・バラが咲い

切れ終了）、他オーガニック製品の販売

た・映画「ひまわり」テーマ曲 他

に関する無料相談会も実施。
出展

参加する！

マルタ電気株式会社

紙ストロープレゼント！
【場所②】
イオンモールは、SDGsの達成に向けた様々な取り
組みの一環として“脱”使い捨てプラスチックに向
けて紙ストローの導入を進めています。
先着100名様に紙ストローをプレゼントいたしま
す。ぜひこの機会にお試しください。
※無くなり次第終了

10/23
（日）

井戸端でイラストやシール投票をしながら、ガヤガ
ヤ立ちばなし。松本の未来をサステナブルに！対話
の輪が広がります。

イオンモール松本のSDGs取り組みについて一部をピック
アップしてパネルにしてご紹介いたします！6月から出展し
てきた中町商店街のエコ展でのブースの内容もご紹介予
定です。

11/27
（日）
出展

松本市展示コーナー【場所①】
【場所③】
2050ゼロカーボン等のパネル展示

10/23
11/27
（日） （日）

（製作体験は材料がなくなれば終了）
出展 エコネットまつもと

燃料「もみギュッ炭」の展示・燃焼実演
②お子さんに人気！もみギュッ炭de マシュマロ焼

HYH・RIbbon

地域産木材の移動販売・
木工や森林整備の相談【場所②】

蔵の夕べ・エコ展スペシャル！
小中高生ジャズビッグバンドライブ
（15時〜16時）
（無料）
【場所①屋外（雨天時館内）】

10/23
（日）

結成 18 年目を迎える、松本市を拠点に活動する小中高生ビッグバンドによ

なぜ伐ったのか、履歴と産地の状態がわかる

るジャズの演奏です。

木 材 だ けをあつ かっています。木 工、建 築、

演奏 ミュージックトイズ

DIY用の板材、床材など建築用材のサンプル

県内各地から学校・学年の枠を超えて

もあります。木材の活用や森林づくりについて

集まったメンバー。2019 年からはエリッ

の相談も受け付けています。

クミヤシロさんを音楽監督に迎え、定期

（工作用端材：100円〜・広葉樹片耳つき棚板：1,000円・広葉樹の両耳付き板：
5,000円）

出展

10/23
（日）

エコ標語 書道パフォーマンス（13時〜約30分）
【場所①屋外】※雨天決行

10/23
11/27
（日） （日）

3年連続優勝の蟻ヶ崎高校書道部が、環境問
題啓発の言葉を大書します！ 観客にも一部

寄りください。生活に困窮している方や子ど
も食堂の支援になります。
※常温で保存でき、賞味期限が1ヶ月以上あ

家庭にある
食品大募集！

り、未開封で日本語表記があるもののみ。
フードバンク信州・松本市（10月）

10/23
（日）

【場所①館内】

不用食器の無料配布【場所①屋外（雨天時館内）】

出展場所

10/23
（日）

います。
リユースは、不用になった食器のいらない

プラスチックゴミも減らせます。親子で一緒にご参加
ください。

人からいる人への橋渡しの場であり、最終処分場

し、そのレシピを配布します。

事前申し込みは不要（材料費 500 円）

の延命にも貢献します。

出展

出展・問合せ

丸山亜希（SDGs ゲーム公認講師）

なわて通

中町通り

ユース・資源化する事業を松本市と協働で行って

減につながるレシピの優秀作品を発表・表彰
松本市環境・地域エネルギー課

四柱神社

割れたり、使用しなくなった食器を無料回収してリ

プラスチックラップの代わりに使用できる蜜ろうラップは、布にミツロウや植
物性オイル、天然樹脂を染み込ませたラップのこと。

9月26日まで募集した食品ロスや生ごみの削

エコ・フリーマーケットへの出店や、ブース出展を希望する団体はご連絡ください。

出展

松本市「暮らしと環境」を考える会

伊勢町
至
松本駅

り

歩行者 天国区間

●信毎
①蔵シック館 ②商店街振興
メディア
組合 駐車場
ガーデン （館内・前広場）

（晴庭地下入口内）
至 ③イオンモール

「もったいないクッキンググランプリ」表彰式・
レシピ配布（12時30分〜13時30分）
【場所①屋外】

11/27
（日）

体験して頂ける予定です。

至松本城

親子で学ぼう！SDGs＆地球にやさしい蜜ろうラップをつくろう
11時〜12時 と 13時30分〜14時30分

11/27
（日）

全国書道パフォーマンス甲子園で史上初の

家庭にある未使用の保存食品（※）をお持ち

き
（有料200円）

的に指導を仰ぎ、コンサートでも共演。

山川草木

リユース！

出展

10/23
11/27
（日） （日）

地域産木材の移動販売です。いつどこで誰が

食品大募集「フードドライブ」
【場所②】
蜜ろうキャンドルと木工の製作体験・
自転車発電/ロケットストーブ等展示
【場所②】

①もみ殻からできた固形燃料「モミガライト」
と炭

初卵1個15円など

出展

10/23
（日）

「トリック・オア・トリート」中町商店街を歩いて、
学ぼう地球のこと、知ろう環境のこと！
子どもたちに仮装してもらい、中町のいくつかの店
舗に設置するエコに関連するクイズを解きながら歩い
てもらいます。最後のクイズを解けば、エコグッズがもらえます。
参加費 500 円 /1 家族（プレゼント費＋環境貢献費）
定員 先着 40 家族
事前申込 中町ホコ天 × エコ展ホームページより
出展 ち 9 わぶ

10/23
（日）

価格

信州ネット

つくる！

松本市環境・地域エネルギー課

稲作文化の循環サイクルから生まれた
「お米の国のエコ燃料」体験【場所②】
【場所③】

出展

ハロウィンウォークラリー
【場所②〜中町通り内（雨天決行）】

※画像はイメージです

イオンモール松本のSDGs取り組み
紹介パネル展示等【場所②】

出展

10/23
11/27
（日） （日）

ボードで投票＆立ち話【場所①屋外】

国道
143号

