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報道関係者各位

三井不動産株式会社

スマートライフプロジェクト

『まなぼう！あそぼう！COOL CHOICE ひろば』
～ COOL CHOICE 体験プログラムを
11 月 7 日(土)にららぽーと TOKYO-BAY
11 月 14 日(土)にアーバンドック ららぽーと豊洲にて開催 ～
三井不動産株式会社（所在：東京都中央区、代表取締役社長：菰田正信）は、11 月 7 日（土）に「三井ショッピングパーク
ららぽーと TOKYO-BAY」（共催：京葉ガス株式会社 協力：船橋市、船橋市地球温暖化対策地域協議会）で、また、11 月 14
日（土）に「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」（共催：公益財団法人東京都環境公社、江東区）で、豊かで
活力ある未来を創るために、エネルギーや環境などの問題について、未来を担う子どもたちと共に考える体験型教育イベント『ま
なぼう！あそぼう！COOL CHOICE ひろば』を実施いたします。いずれの日程も YouTube 公式チャンネル内にてオンライン参加
できるコンテンツも用意しています。
本プログラムは、“賢い選択”で地球温暖化対策を進める国民運動「COOL CHOICE」の取り組みを、知り、体験し、宣言をする
プログラムの実施により、社会を持続可能に発展させるための国際目標「SDGｓ」（持続可能な開発目標）についても学んでいた
だける内容となっております。ワークショップでは、エネルギーや SDGｓについて学べる体験コンテンツを通じて、親子で楽しみな
がら、自分たちにもできる地球環境に優しい取り組みは何かを考えます。
スマートライフプロジェクト『まなぼう！あそぼう！COOL CHOICE ひろば』では、官民一体となって継続的に連携を図り、持続
可能な消費生活の在り方を考える教育プログラムやイベントを実施することで、スマートなライフスタイルの実践を提唱し、環境
課題を解決して共に豊かになる社会をめざします。
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『まなぼう！あそぼう！COOL CHOICE ひろば in ららぽーと TOKYO-BAY』 概要
主

催 ： 京葉ガス株式会社、三井不動産株式会社

協

力 ： 船橋市、船橋市地球温暖化対策地域協議会

日

程 ： 2020 年 11 月 7 日（土） 10：00～16：30

会

場 ： ①三井ショッピングパーク ららぽーと TOKYO-BAY 内 北館１Ｆ中央広場

（千葉県船橋市浜町 2-1-1）
②YouTube 公式チャンネル「まなぼう！あそぼう！COOL CHOICE ひろば」
URL： https://youtube.com/channel/UCUw4AHF9yntJ2m16BD-7_sA

※今年は①②にて同時開催となります。
内

容 ： ・地球温暖化対策、適応策を知ろう！

・クイズで SDGs を学ぼう！
・地球温暖化ってなあに？①私たちが出来ること！
・地球温暖化ってなあに？②再生可能エネルギーってなあに？
・地球温暖化ってなあに？③ごみってなあに？
・絵本から学ぶ SDGs ～図書館へおいでよ～
・京葉ガスエコビンゴ！今日からできるエコライフ
・三番瀬から生中継！ビーチコーミングをしよう
・みんなで考えよう！地球温暖化対策クイズ
・「げんきな森と木のひみつ」WEB 絵本
・みんなでスマートライフ宣言！
・食べきり スマート FOOD CHOICE！

昨年度イベントの様子

参 加 費 ： 無料（事前申込不要、会場にて随時参加受付）
※詳細は JTB 旅いく HP をご参照ください。 https://tabi-iku.jtbbwt.com/feature-static/mitsuismartlife_2020/4084
※新型コロナウイルス感染症拡大状況等により、開催内容が変更または開催中止となる場合があります。

『まなぼう！あそぼう！COOL CHOICE ひろば in アーバンドック ららぽーと豊洲』概要
主

催 ： 公益財団法人東京都環境公社、江東区、三井不動産株式会社

日

程 ： 2020 年 11 月 14 日（土） 10：00～16：30

会

場 ： ①三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲内 1F ノースポート
（東京都江東区豊洲 2-4-9）
②YouTube 公式チャンネル「まなぼう！あそぼう！COOL CHOICE ひろば」
URL： https://youtube.com/channel/UCUw4AHF9yntJ2m16BD-7_sA
※今年は①②にて同時開催となります。

内

容 ： ・水素エネルギーって何だろう？
・SDGｓとは何だろう？～じぶんの事として考えてみよう～
・江東区とごみ戦争の歴史をまなぼう
・「げんきな森と木のひみつ」WEB 絵本
・みんなでスマートライフ宣言！
・食べきり スマート FOOD CHOICE！

参 加 費 ： 無料（事前申込不要、会場にて随時参加受付）

昨年度イベントの様子

※詳細は JTB 旅いく HP をご参照ください。 https://tabi-iku.jtbbwt.com/feature-static/mitsuismartlife_2020/4084
※感染症拡大状況により、開催内容が変更または開催中止となる場合があります。
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【11 月 7 日 (土) ららぽーと TOKYO-BAY プラグラム詳細】

地球温暖化対策、適応策を知ろう！

クイズで SDGs を学ぼう！

パネルを見て、地球温暖化対策・適応策の概要を理解
しよう！デジタル地球儀を展示し宇宙から地球温暖化を
考えます。COOL CHOICE の取り組みに賛同していただい
た方には、素敵なプレゼントもご用意しています。

ゴー・ゴールズすごろく・クイズで、子供も大人も楽しく遊
びながら SDGs を学びます。世界をより良い場所にするた
めに一緒に遊びましょう！クイズ・１７目標（選択問題）に
正解した方には、素敵なプレゼントもご用意しています。

【対象】 小学 1 年生から
【定員】 随時参加受付
【時間】 約 5 分

【対象】 小学 1 年生から（親子）
【定員】 随時参加受付
【時間】 約 5 分

★地球温暖化ってなあに？
①私たちができること！

★地球温暖化ってなあに？
②再生可能エネルギーってなあに？

地球温暖化の現状と未来、仕組み、私たちが出来ること
を考え、行動に結びつけることを目的とし、COOL CHOICE
とふなばし 18 のアクションを学びます。

太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス発電等の再生可
能エネルギーについて、クイズ・動画等で学びます。

【対象】 小学 3 年生から
【定員】 なし
【時間】 ①10:00 ②13:00
約 30 分

【対象】 小学 3 年生から
【定員】 なし
【時間】 ①10:30 ②15:00
約 30 分

★地球温暖化ってなあに？
③ごみってなあに？

絵本から学ぶ SDGs
～図書館へおいでよ～

船橋市のゴミの分別を交えて、ごみはどこに行くのかを学
びます。また、海洋プラスチックごみ等について、クイズ・
動画で概要を学びます。

SDGs のテーマごとに書かれたおすすめの絵本を紹介し
ます。簡単なクイズに答えると、先着で北図書館オリジナ
ルのしおりをプレゼント。

【対象】 小学 3 年生から
【定員】 なし
【時間】 ①11:00 ②15:30

【対象】 小学 1 年生から
【定員】 随時参加受付
【時間】 ①11:00 ②13:00
③ 15:00 約 15 分

約 30 分

※ブックトークも開催します

京葉ガスエコビンゴ！今日からできるエコライフ

★三番瀬から生中継！ビーチコーミングをしよう

「COOL CHOICE」に関連するキーワードのビンゴをしながら
「エコライフ」を学んでいただきます。
ビンゴになったら景品がもらえます。

三番瀬から、学習館スタッフが生中継！三番瀬にはどん
な生きものがいるのかな？浜辺ではどんなものが拾える
のかな？学習館スタッフが楽しくレクチャーします。

【対象】 どなたでも
【定員】 40 名
【時間】 ①11:30 ②14:30
約 30 分間

【対象】 どなたでも
【定員】 なし
【時間】 13:30
約 40 分間

※整理券配布
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みんなで考えよう！地球温暖化対策クイズ

★「げんきな森と木のひみつ」WEB 絵本

船橋市の地球温暖化対策について、パネル展示を行い
ます。また、地球温暖化対策に関する楽しいクイズを通
し、みんなで楽しみながら地球温暖化について考えましょ
う！

豊かな森を守るためにどんなことができるか、かわいらし
いイラストの WEB 絵本で楽しみながら学べるプログラムで
す。

【対象】 小学 1 年生から
【定員】 随時参加受付
【時間】 3 分程度

【対象】 どなたでも
【時間】 ①12:40 ②14:15 ③16:00
※1 回あたり約 5 分

★みんなでスマートライフ宣言！

食べきり スマート FOOD CHOICE！

各ワークショップでの体験を通じて思いついた、普段の生
活 で出 来 る COOL でスマート な取 り組みを 、今年 は
Twitter 上で投稿。（＃COOL CHOICE ひろば船橋）
リアル参加者・オンライン参加者の想いを共有する場を
ご提供します。投稿者様には、先着で素敵なプレゼントを
ご用意しております。

食べ残さないように食事の量を賢く選択！
館内の対象店舗で、料理を食べきった様子をスマホ等
で撮影し、イベント会場の受付でご提示いただいた方に
先着で素敵なプレゼントをご用意しております。
【対象】どなたでも
【時間】10:00～16:30

【対象】どなたでも

★はオンラインのみの開催プログラムとなります
YouTube 配信内容はららぽーと TOKYO-BAY 北館１Ｆ中央広場に設置されるモニターでもご覧いただけますが、
密を避けるため、可能な方はお手持ちの端末にてご視聴ください。
運営に際しては、密を避けるため、人数制限を設けて運営いたします。
ご来場の際は、入口にて実施する検温および手指消毒にご協力ください。
ご来場の際は、マスクの着用および咳エチケットにご協力ください。
運営スタッフにおきましても、検温、手指消毒、マスク着用を徹底しております。
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【11 月 14 日 (土) アーバンドック ららぽーと豊洲 プログラム詳細】

★水素エネルギーって何だろう？

★SDGｓとは何だろう？
～じぶんの事として考えてみよう～

水素？燃料電池？聞いたことあるけど、どんなものだろ
う？燃料電池の仕組みや水素の性質について、スイソン
と一緒に学ぼう！！

最近よく目や耳にする SDGｓについて、簡単にわかりやす
く解説します。SDGｓは皆さんにとって重要な目標です。
知って、考えて、行動しましょう！！

【対象】 どなたでも
【定員】 なし
【時間】①10:00
②13:00
③14:50
約 30 分

【対象】 どなたでも
【定員】 なし
【時間】①10:45
②13:45
③15:35
約 30 分

江東区とごみ戦争の歴史をまなぼう

★「げんきな森と木のひみつ」WEB 絵本

江東区とごみ戦争の歴史や資源循環型社会を実現する
ペーパークラフトの「水素カー」を作ります。
ための取り組みをパネル展示で紹介します。
キットを切りはなし、組み立て、色を塗り、オリジ
ごみ戦争の歴史をたどりながら、身近なごみ問題につい
ナルの水素カーをお持ち帰りいただけます。
て学ぶことができます。

豊かな森を守るためにどんなことできるか、かわいらしい
イラストの WEB 絵本で楽しみながら学べるプログラムで
す。

【対象】小学
1 年生以上とその保護者
【対象】 どなたでも
【定員】1
【定員】 なし回あたり 30 名
【時間】11:40、13:40、15:40
【時間】 10:00～16:30

【対象】 どなたでも
【時間】 ①11:30 ②14:30
③16:10
約5分

1 回あたり約 30 分

★みんなでスマートライフ宣言！

食べきり スマート FOOD CHOICE！

各ワークショップでの体験を通じて思いついた、普段の生
活 で出 来 る COOL でスマート な取 り組みを 、今年 は
Twitter 上で投稿。（＃COOL CHOICE ひろば豊洲）
リアル参加者・オンライン参加者の想いを共有する場を
ご提供します。投稿者様には、先着で素敵なプレゼントを
ご用意しております。

食べ残さないように食事の量を賢く選択！
館内の対象店舗で、料理を食べきった様子をスマホ等
で撮影し、イベント会場の受付でご提示いただいた方に
先着で素敵なプレゼントをご用意しております。
【対象】どなたでも
【時間】10:00～16:30

【対象】どなたでも

★はオンラインのみの開催プログラムとなります
・YouTube 配信内容は、アーバンドック ららぽーと豊洲内 1F ノースポートに設置されるモニターでもご覧いただけますが、
密を避けるため、可能な方はお手持ちの端末にてご視聴ください。
・運営に際しては、密を避けるため、人数制限を設けて運営いたします。
・ご来場の際は、入口にて実施する検温および手指消毒にご協力ください。
・ご来場の際は、マスクの着用および咳エチケットにご協力ください。
・運営スタッフにおきましても、検温、手指消毒、マスク着用を徹底しております。
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■三井不動産グループの SDGｓへの貢献について
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/
三井不動産グループは、「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、人と地球がともに豊
かになる社会を目指し、環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）を意識した事業推進、すなわち ESG 経営を推進しております。当社
グループの ESG 経営をさらに加速させていくことで、日本政府が提唱する「Society 5.0」の実現や、「SDGs」の達成に大きく貢献
できるものと考えています。
グループビジョンの「
」は、三井不動産グループの街づくりが常に地球と共にあることを認識し、人と地球がとも
に豊かになる社会をめざしていることを表しています。
＊なお、本リリースの取り組みは、SDGs（持続可能な開発目標）における 7 つの目標に貢献しています。
目標 4
目標 7
目標 12
目標 13
目標 14
目標 15
目標 17

質の高い教育をみんなに
エネルギーをみんなにそしてクリーンに
つくる責任つかう責任
気候変動に具体的な対策を
海の豊かさを守ろう
陸の豊かさも守ろう
パートナーシップで目標を達成しよう
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