
【平成19年度　関西電力グループ環境月間の主な行事】

行事名 お問い合わせ先 行事名 お問い合わせ先
◎環境月間シンポジウム 本店 ◎かんでん環境にやさしい料理教室 姫路支店　支店長室

環境室　環境計画グループ ～あなたも試そう省エネクッキング～ 総務・広報グループ
（℡：06-7501-0135） （℡：079-225-3221）

◎環境にやさしい料理教室 大阪北支店　支店長室 ◎リサイクル教室
総務・広報グループ
（℡：06-6377-7309）

◎守口市環境フェアへの参加 守口営業所 ◎環境にやさしい料理教室 奈良支店　支店長室
所長室 総務・広報グループ

（℡：06-6906-3002） （℡：0742-27-8916）
◎すいた環境教育フェア２００７への参加 北摂営業所 ◎春日大社清掃

所長室
（℡：06-6330-5143）

◎環境にやさしい料理教室 大阪南支店 支店長室 ◎地球環境ミニフェア 滋賀支店　支店長室
総務・広報グループ 「かんでん　びわ湖AID２００７」 総務・広報グループ
（℡：06-6676-2202） ～つたえよう　明日へ　未来へ　美しい地球を～ （℡：077-532-0072）

◎花の即売会 南大阪営業所 ◎環境にやさしい料理教室 和歌山支店　支店長室
所長室 総務・広報グループ

（℡：072-233-2022） （℡：073-463-0607）
◎東大阪市民環境フェスティバルへの参加 東大阪営業所 ◎田辺湾クリーン作戦への参加 田辺営業所

所長室 所長室
（℡：06-7507-0043） （℡：0739-20-4181）

◎エコ・フェスタ２００７ 南港発電所 ◎かんでんグリーンフェスティバル 海南発電所
計画課 計画課

（℡：06-6613-0101） （℡：073-482-6153）
◎ハーブの石鹸教室 京都支店 支店長室 ◎花の種キャンペーン 北陸支社

総務・広報グループ 黒部川電力システムセンター
（℡：075-344-7409） （℡：0763-62-1560）

◎大浦まつり・朝市への参加 舞鶴営業所 ◎花の種キャンペーン 北陸支社
所長室 庄川電力システムセンター

（℡：0773-62-2540） （℡：0763-82-5120）
◎環境セミナー＆ガーデニング教室 神戸営業所 ◎グリーンホリデーINおおいり館 大飯発電所

所長室 所長室
（℡：078-220-0018） （℡： 0770-77-1131）

◎苗木即売会 神戸営業所 ◎木曽川への稚魚放流 東海支社
所長室 総務・広報グループ

（℡：078-220-0018） （℡：052-932-7412）
◎花と流木リサイクル商品の即売会 姫路支店　支店長室

総務・広報グループ
（℡：079-225-3221）
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環境月間シンポジウム 
 

【日 時】６月２２日（金） １８：３０～２１：００ 

【場 所】メルパルクホール 

【内 容】世界各地の様々な自然を体験されたお二人の話を通じて、自然の偉大さと私たちが地

球環境に対してできることについて考えます。 

     第１部 講演 
       テーマ／「遥かなる大地から日本の自然を考える」 

講演者／椎名 誠氏（作家）        
     第２部 対談 

テーマ／「自然からのメッセージ」 
出演者／椎名 誠氏（作家） 
     片山 右京氏（登山家、元 F1ドライバー） 

        

環境にやさしい料理教室 
 
【日 時】 ６月６日（水） １１：００～１３：３０ 
【場 所】 はぴｅライフスクエア ハービス大阪 
【内 容】 環境に優しい IH クッキングヒーターを使い、省エネクッキングを体験していただ

くとともに、環境を考えた無駄の少ない料理についてご紹介します。また、当社

の環境問題への取り組みをご紹介します。     
 

守口市環境フェアへの参加 
 
【日 時】６月６日（水） １３：００～１５：３０ 
【場 所】守口市駅前広場 カナディアンスクエア 
【内 容】当社の環境問題の取り組みに対するパネル展示や環境クイズを行い、参加者には花の

種・苗木を配布します。また、電気自動車や IHクッキングヒーターなどの展示を行い
ます。 

 

すいた環境教育フェア２００７への参加 
 
【日 時】６月１６日（土） １０：００～１６：００ 
【場 所】吹田メイシアター 
【内 容】当社の新エネルギー・環境関連の PRとパネルの展示、IHクッキングヒーターの展示、

花の種や苗木の配布などを行います。 
 

環境にやさしい料理教室 
 

【日 時】６月２８日（月） １０：３０～１４：００ 

【場 所】はぴｅライフスクエア南大阪 

【内 容】お客さまに IHクッキングヒーターを使った省エネクッキングを体験していただくとと
もに、当社の環境問題への取り組みをご紹介します。 

 

花の即売会 
 

【日 時】６月１４日（木） １０：００～１５：００ 

【場 所】南大阪営業所玄関前 

【内 容】店頭にて花の即売会を開催するとともに、当社の環境への取り組みをご紹介します。 

 



東大阪市民環境フェスティバルへの参加 
 

【日 時】６月２日（土） １０：００～１５：００ 

【場 所】東大阪市総合庁舎およびその周辺 

【内 容】環境に関するクイズの実施や花の種の配布、IH クッキングヒーター等の展示などを行

います。 

 

エコ・フェスタ２００７ 

 

【日 時】６月１０日（日） １０：００～１６：００ 

【場 所】南港発電所（エル・シティ・ナンコウ） 

【内 容】環境コ－ナ－での空缶回収運動や環境クイズをはじめ、エコ・工作教室、エコ・紙芝

居、エネルギー教室などの環境イベントを行います。 

 

ハーブの石鹸教室 
 

【日 時】６月９日（土） １３：３０～１５：３０ 

【場 所】京都支店７階ホール 

【内 容】お好きな形でオリジナルの無添加石けんを親子でつくっていただきます。ハーブコー

ディネーター松尾あや子先生（ＪＨＳ認定上級インストラクター）やスタッフがサポ

ートしますので、小さなお子さまでも大丈夫です。 

【参加者】小学生のお子さまと保護者 ２０組（４０名程度） 

【参加費】１組１,０００円 

 

大浦まつり・朝市への参加 
 

【日 時】６月３日（日） ８：００～１４：００ 

【場 所】ＪＡ京都丹の国舞鶴東支店     

【内 容】アルミ缶３本と引き換えに苗木１本がもらえる「苗木交換会」を実施するとともに花

の種をお渡しし、環境について考える機会をご提供します。 

環境セミナー＆ガーデニング教室 
 

【日 時】６月２７日（水）１３：００～１６：００ 

【場 所】神戸営業所 ４F会議室 

【内 容】エネルギーの使用と環境問題について分かりやすくご説明するとともに、かんでんエ

ルハートによるガーデニング教室を行います。 

 

苗木即売会 
 

【日 時】６月２２日（金） １０：００～１５：３０ 

【場 所】明石営業所店頭 

【内 容】営業所の店頭において苗木の即売会を実施するとともに、お客さまに花の種やリーフ

レットをお渡しし、環境について考え、みんなで地域の緑化を進める機会をご提供し

ます。 

 

 



花と流木リサイクル商品の即売会 
 

【日 時】６月４日（月）、５日（火） １０：００～１５：００ 

【場 所】姫路支店 正面玄関 

【内 容】関西電力グループの（株）環境総合テクノスによる花・観葉植物、（株）かんでんエル

ファームの流木リサイクル商品などの即売会を行います。 

 

かんでん環境にやさしい料理教室（あなたも試そう省エネクッキング） 
 

【日 時】６月２日（土）、３日（日）、１５日（金）、１９日（火） １０：００～１４：００ 

【場 所】はぴｅライフスクエア姫路（姫路支店１Ｆ） 

【内 容】ＩＨクッキングヒーターを使用した環境にやさしい料理教室を行うとともに、当社の 

環境問題への取り組みをご紹介します。 

【参加者】各開催日とも定員１６名／日（応募者多数の場合は抽選） 

なお、２日（土）、３日（日）は親子限定、１９日（火）は夫婦優先（それぞれ８組、

計１６名）。参加費無料 

 
リサイクル教室 
 

【日 時】６月２６日（火） １０：００～１２：００／１３：３０～１５：３０ 

【場 所】奈良県文化会館 

【内 容】牛乳パックを利用した「一輪挿し」、ハギレを使った「ミニバラ」の手作り教室を行い

ます。 

 

環境にやさしい料理教室 
 

【日 時】６月１８日（月）、１９日（火）、２１日（木）１０：００～１３：００ 

【場 所】はぴｅライフスクエア奈良 

【内 容】お客さまに IH クッキングヒーターを使った省エネクッキングを体験していただ

くとともに、環境を考えた無駄の少ない料理についてご紹介します。 

 

春日大社清掃 
 

【日 時】６月８日（金） １４：００～１６：００ 

【場 所】春日大社 

【内 容】高所作業車を活用し、世界遺産に登録された春日大社の樋および境内の清掃を行いま 

     す。 

 

地球環境ミニフェア「かんでん びわ湖ＡＩＤ２００７」 
   ～つたえよう 明日へ 未来へ 美しい地球を ～ 
 

【日時・場所】 

 ６月１４日（木） 高島市 ・青柳小学校          １０：３０～１２：００ 

              ・今津北小学校（今津北、今津西）１４：００～１５：３０ 

                

 ６月１５日（金） 高島市 ・新旭北小学校         １０：２５～１１：５５ 

              ・新旭南小学校         １４：００～１５：３０ 

【内 容】小学生を対象に、音楽を通じて自然保護の大切さを学ぶ環境ピアノコンサート（音楽

家・河野 康弘氏）を行います。 



環境にやさしい料理教室 
 

【日時・場所】 

６月１９日（火）、２２日（金） はぴｅライフスクエア和歌山 １０：００～１３：３０ 

６月２６日（火） 田辺営業所   ふれあいルーム             １０：００～１３：３０ 

【内 容】主婦層を対象とした環境にやさしい料理教室を行うとともに、当社の環境問題への取

り組みを分かりやすく説明します。 

【参加者】・はぴｅライフスクエア和歌山 ２０名／回（応募者多数の場合は抽選） 

     ・田辺営業所 ふれあいルーム １５名  （応募者多数の場合は抽選） 

 

田辺湾クリーン作戦への参加 
 

【日 時】６月２日（土） １３：３０～１４：３０ 

【場 所】田辺市天神崎 

【内 容】ナショナルトラスト発祥の天神崎周辺の海岸の清掃を行います。 

 

かんでんグリーンフェスティバル 
 

【日 時】６月１７日（日） １０：００～１５：００ 

【場 所】海南発電所構内 

【内 容】環境コーナー、ステージショー（紀州レンジャー）、縁日コーナーなどを開催するとと

もに､地元中学校の吹奏楽部の演奏や地元特産品の販売(漆器･日用雑貨等)などを行い

ます。 

 

花の種キャンペーン（黒部川電力システムセンター主催） 
 

【日 時】６月５日（火） 

【場 所】黒部峡谷鉄道㈱ 宇奈月駅ホーム（富山県下新川郡宇奈月町） 

【内 容】黒部峡谷鉄道宇奈月駅ホームにて、観光客の方々に花の種を配布します。 

 

花の種キャンペーン（庄川電力システムセンター主催） 
 

【日 時】６月４日（月） １０：１０～ 

【場 所】小牧船舶 

【内 容】小牧船舶に乗船されたお客さまに花の種を配布します。 

 

グリーンホリデーＩＮおおいり館 
 

【日時】６月１７日（日）９：３０～１６：００ 

【場所】大飯発電所ＰＲ館 エル・パークおおい「おおいり館」 

【内容】苗木の配布（先着２００名）と花苗の即売会を実施します。 

    また、電気や環境に関するクイズ＆ハテナボックスラリー等を行います。 

 

木曽川への稚魚放流 
 

【日 時】６月中 

【場 所】木曽川（兼山ダム上流、今渡ダム上流ほか３箇所） 

【内 容】地域の保育園児のみなさまと一緒に、木曽川に鮎などの稚魚を放流します。 

 

 


