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　小学生の子ども（出店者）が、自分が大切にしていたおもちゃや衣服、
文房具などにメッセージを添えて、欲しい子どもに譲るという、子ども同士
で交渉を体験する催しです。参加者の子どもたちはお金の代わりに、事前
にワークショップでクイズに答えたり、リサイクル体験などをしてポイント
（通貨名「り・ぼ・ん」）をもらいます。そして、たまった「り・ぼ・ん」ポイン
トとり・ぼ・んショップに展示している品物を交換します。
※「出店者」の募集は終了しています。当日の持ち込み出品はできません。

日　　時

場　　所

参加対象

３月2日（日）／ 1３時 ～ 15時
国崎クリーンセンター啓発施設「ゆめほたる」
川西市国崎字小路１３番地
※当日、能勢電鉄山下駅から無料シャトルバスが運行されます。
小学６年生までの子ども（参加無料、先着１００名、保護者同伴で当日直接会場へ）

　市ではキャラクターなどを通じてごみ問題を身近なものとして興味と関心を持てるよう工夫しています。ま
た、親子での参加を推進し、一緒に考える機会を増やすことで啓発効果を高めるとともに、成長した子どもた
ちが、ごみの減量や分別を当たり前のこととして日々の生活の中で実践していく、そのような社会の姿をめざ
して取り組みを進めます。
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無料シャトルバスのご案内
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ショップで欲しいも

のと交換するために必要
な「りぼん」ポイント。その
「りぼん」ポイントをもらうた
めに参加してもらうワークショ
ップにはこんなものがあり
ます。１つのワークショッ
プにつき１ポイント

です。

■13：00～13：45
　まずは、ワークショッ
プでごみクイズやお手
伝いをしてポイントをた
めよう！　
　1つのワークショップ
につき、1ポイントもらえ
ます。

■14：00～14：45
り・ぼ・んショップ開店！
　ためたポイントでお店
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換しよう！
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　り・ぼ・んショップでは子どもたち（出店者）
が次に使う子どもへのメッセージを添えた
ポイント札を付けて品物を出品しています。
　欲しいものが見つかったら子ども同士で
交渉して「り・ぼ・ん」ポイントと品物を交換し

ます。使い切れなかった「り・ぼ・ん」ポイント
は「カエル」ポイントに換算できます。「カエ
ル」ポイントは国崎クリーンセンター啓発施設
「ゆめほたる」内に常設している「かえっ
こ」ブースのおもちゃなどの交換に使えます。

　市ではキャラクターなどを通じてごみ問題を
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　この制度は、公募による市民が、ごみ減量
の取り組みの拡大に向けて活動するもので
す。今年度は「子どものエコの芽、一緒に育
てよっ♪」をテーマに、ごみを減らす大切さ
を体験・実感してもらえる取り組みを企画し
実践しています。

ごみ減量チャレンジ・モニターとは
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初会合・委嘱状交付
国崎クリーンセンター見学
見学の感想・意見交換
チャレンジ・モニターＯＧさんと交流会
ワークショップ企画・検討
ワークショップグループ分け
グループごとにワークショップ実行準備
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発生抑制

再使用

　再生利用

　捨てようと思っていたものが、
ひと工夫すればステキに変身！！
　みんなで作ってみよう！

　野菜の捨てる部分を使って、もう一度
野菜を育ててみよう！ 身近なものからオリジナルプラン
ターも作れるよ！うまく育ったらレッツクッキング♪

　毎日のごみって、どの
くらい出ているのかな？
　リサイクルのことやごみの減らし方を
知って、みんな「ごみ博士」になろう！

「キッズ『り・ぼ・ん』」を企画・実施「キッズ『り・ぼ・ん』」を企画・実施
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　パッカー車の仕組みを知って、普段できない
パッカー車へのごみ投入体験をしてみよう。
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