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■「節電縁日2012」とは

　本イベントは、環境省の推進するクールシェアの取り組みに賛同して企画しました。

　電力ピークカットが必要な平日を含めた午後に、家の電気を消して二子玉川ライズに楽しく集えるクールシェアスポットを創出

し、地域の方々がご自宅から、もしくはオフィスワーカーの方々が職場から家に帰る前に二子玉川ライズで「涼」をシェアするこ
とで、ご家庭で使用する電気の「節電」に協力します。

　また、本イベントを通じて、一人ひとりが節電を「自分ごと」としてとらえ、「節電」に関する共感の連鎖をつくることを目指
します。　これらのイベントに参加することで節電縁日のみで通用する「節電ポイント」がもらえ、ポイントを利用して縁日に参

加したり、景品と交換できます。

　また、クリエイティブ・シティ・コンソーシアムとして「一般社団法人スマートプロジェクト」による「家庭の節電行動２０１
２」とも情報発信等での連携を図り、節電行動を広める試みとなりました。

●開催概要

会期：2012年8月1日（水）～ 5日（日）13:00-20:00
会場：二子玉川ライズショッピングセンターガレリア

主催：クリエイティブ・シティ・コンソーシアム　節電縁日2012実行委員会
（東急電鉄株式会社／ビッグバン・ハウス株式会社／株式会社ビットメディア）

協力：二子玉川ライズショッピングセンター　株式会社アクアカラー　離島経済新聞社

後援：世田谷区　玉川町会　一般社団法人スマートプロジェクト



■「節電縁日2012」会場

ガレリア
10mx35m

二子玉川ライズショッピングセンター
ガレリア周辺図



■「節電縁日2012」キックオフワークショップ「節電井戸端会議」

実施日時：7月21日（土）
会場：クリエイティブ・シティ・コンソーシアム内カタリストBA
動員：28名

「節電縁日2012」ではクリエイティブ・シティ・コンソーシアムの目的の一
つである「地域と企業の連携による街づくり」を進め、地域ぐるみでのエネ
ルギー問題への取り組みを目指すきっかけづくりとして「節電縁日」を位置
づけ、節電行動に関心のある市民の皆さんや町会の方々に集まっていただ
き、それぞれの節電意識や街づくりの中での節電行動について、ワールドカ
フェ形式によるワークショップで語り合っていただきました。当日、参加者
の節電メッセージを団扇に書いて写真を撮り、イベント実施中も、看板に掲
出させていただきました。



■「節電縁日2012」イベントメッセージ

「節電縁日2012」会場には以下のようなメッセージボードを設えました。ここに、今回のイベントの趣旨を掲げ、来場者には
それぞれの節電アイディアや節電に対する思い、また決意などを付箋に書いて貼っていただきました。

電気を消して、街に出よう！

今年も電力不足が懸念される夏がやってきました。
「節電縁日2012」は環境省の推進するクールシェアの取り組みに賛同して企画されました。
電力のピークカットが必要な平日を含めた午後（13時から16時）に、
家庭の電気を消して二子玉川ライズに楽しく集えるクールシェアスポットを創り出し、
地域の方々がご自宅から出て、もしくはオフィスワーカーの方々が職場から家に帰る前に
二子玉川ライズで「涼」をシェアしていただきたい。
そうすることで、ご家庭で使用する電気の「節電」に協力します。
また、「節電縁日2012」を通じて、
一人ひとりが節電を他人事ではない、「自分ごと」としてとらえ、
「節電」に関する共感の連鎖をつくることを目指します。
イベントに参加することで本会場のみで通用する「節電ポイント」がもらえ、
ポイントを利用して縁日やワークショップに参加したり、景品と交換できます。
また、クリエイティブ・シティ・コンソーシアムとして
「一般社団法人スマートプロジェクト」による「家庭の節電行動２０１２」とも
情報発信等の連携を図り、節電行動を広めてまいります。

あなたの節電アクションメッセージは？



■「節電縁日2012」節電縁日ポイントについて

「節電縁日2012」会場では、節電ポイントを会場内での行動通貨として発行しました。
それぞれのワークショップは、節電ポイントを得るものと使うものに分かれています。

節電ポイントを使うワークショップ＆コーナー
◯節電屋台→1pt-2pt使う

◯リトケイ新聞バッグづくりワークショップ→2pt

◯アロマハンドマッサージ体験→4pt
◯紋切り形団扇づくり→２pt

◯アクリルたわしと交換→3pt
◯節電縁日グッズと交換→3pt

節電ポイントを得られるワークショップ＆コーナー
◯ソーラーLEDランタンづくりワークショップ→5pt

◯節電アクションメッセージ→1pt

◯節電すごろく→1位5pt、2位2pt、3位以下1pt
◯森の香りクイズ→3pt

◯防災ワークショップ→3pt
◯来場ポイントプレゼント→2pt



■「節電縁日2012」全体スケジュール

「節電縁日2012」会場では、節電ポイントを会場内での行動通貨として発行しました。
それぞれのワークショップは、節電ポイントを得るものと使うものに分かれています。

節電ポイントを集めて、遊ぶ。まなぶ。節電縁日。

ワークショップ 縁日 ステージ ワークショップ 縁日 ステージ ワークショップ 縁日 ステージ

8月 1日～
8月2日

8月3日 8月4日 8月5日
節電ポイントを集める！
節電アクションメッセージを書いて１ポイントをゲット！
電力ピークカットで２ポイントをゲット
  8/3 ～8/5　13:00・14:00・15:00・から先着100 名様に 2ポイントをプレゼント！
ワークショップに参加して節電ポイントを集めよう！
 ●ソーラー LEDランタンづくりワークショップ（8/1～8/3　13:00～18:00）
  ソーラー LEDランタンの飾りを作って５ポイントをゲット！
 ●節電スゴロク（8/3～8/5　13:00～18:00）
  節電を楽しく学んで最高 5ポイントゲット。参加賞だけでも1ポイントもあるよ。
 ●森の香りクイズ（8/4　14:00～14:45/16:00～16:45）
  簡単なクイズに答えて 3ポイントゲット
 ●子どもを守ろう！防災ワークショップ
  楽しく防災をまなんで 3ポイントゲット！

節電ポイントで遊ぶ！
◎節電縁日屋台
１回１ポイントで縁日遊びを楽しめるぞ！
◎３ポイントで「復興支援　手づくりアクリルたわし」と交換（８／４から）
  仮設住宅に住む福島県広野町のお母さんたちの手づくりアクリルたわしと交換！（先着100 名様）
◎４ポイントで「アロマボランティアを実践するセラピストによる、ハンドトリートメントを体験」
  8/4　1回目14：00 ～14：45　　2回目16:00～16:45
  （各回 16 名程度　予約可） ※施術時間は約10 分程度です。
◎2ポイントで「世界に一つの手作り新聞バックをつくっちゃおう」
 ●「リトケイ新聞バッグ」ワークショップ
  8/４　１回目13：00 ～13：45　　２回目１5：００～１5：４５　　３回目17:00～17:45
   （各回定員 30 名）
◎２ポイントで「自分だけのうちわを作っちゃおう」
 ●紋きり形うちわづくりワークショップ
  （8/5　16:30～18:30）
 そのほか、日替わり節電縁日グッズとのポイント交換会もあるよ！
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節電縁日イベントスケジュール節電ポイントの遊び方

節電ポイントプレゼント！
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※リサイクル楽器づくり
ワークショップには

節電ポイントは必要ありません。
スタート時間にステージに

お集り下さい。
（先着10名様）

※ランタンは
21時まで点灯します。
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■「節電縁日2012」ワークショッププログラム

ソーラーLEDランタンづくりワークショップ
実施：（ランタンづくり）1-2日13:00～18:00　3日13:00～17:00

（点灯式）3-5日19:00　（ライトアップ）～21:00

協力：天の川プロジェクト
参加人数：1日＝大人71名／子ども95名　2日＝大人82名／子ども122名　3日＝大人54名／子ども79名　総数＝503名

太陽光で充電し、水に浮かべることによって点灯するソーラーLEDランタン「祈り星」をつかって、2Lのペットボトルに巻く紙
に穴を空けたり飾りを施すランタンづくりを実施しました。作業を行うことで節電ポイントを5pt発行しました。



■「節電縁日2012」ワークショッププログラム

ソーラーLEDランタンライトアップ
協力：天の川プロジェクト　竹ファンクラブ

流しそうめんのように樋に並べたランタンに水を
流す「流しそうでん」。子どもたちに大人気。



■「節電縁日2012」ワークショッププログラム

節電すごろく
実施：3-5日13:00～18:00

参加人数：3日＝78名　4日＝102名　5日＝103名　総数＝283名

会場の中心に巨大なすごろく（グランドゲーム）を作成。参加者自身がコマとなって、ゲームに参加します。ポイントには節電
行動に関するコメントが。節電になるものでは更に進めるが電気を無駄に使うコメントでは後退させられます。ゴール順に節電

ポイントを発行しました。



■「節電縁日2012」ワークショッププログラム

節電屋台
実施：3-5日13:00～20:00（13時からと17時からの二回制とし、景品が無くなり次第、終了しました。）

参加人数：3日＝500名　4日＝700名　5日＝740名　総数＝1940名

会場に、かつて夏の風物詩であった懐かしいミニ縁日屋台を設置。スーパーボールすくいやキャラクター人形すくいなどを楽し
んでもらいました。



■「節電縁日2012」ワークショッププログラム

リトケイ新聞バッグ作りワークショップ
実施：4日13:00～13:45　15:00～15:45　17:00～17:45

協力：離島経済新聞社

参加人数：大人14名／子ども21名
小規模離島専門メディアである「離島経済新聞社」の発行している美しい色刷りの新聞を使ってお洒落なバッグを作るワーク

ショップです。



■「節電縁日2012」ワークショッププログラム

復興支援元気をおくるアロマ隊＆森の香りクイズ
実施：4日14:00～14:45　16:00～16:45　協力：復興支援元気をおくるアロマ隊

参加人数：（アロマ）大人12名／子ども1名　（森のクイズ）大人26名／子ども35名

東日本大震災の被災地でアロマテラピーの施術ボランティアをしているアロマテラピストの皆さんによる、ハンドマッサージと
木の香りを当てるクイズを実施しました。ハンドマッサージは4ptを使うプログラム、そして、森の香りクイズに参加すること

で3ptを差し上げました。



■「節電縁日2012」ワークショッププログラム

子どもを守ろう！防災ワークショップ
実施：5日13:00～16:00　協力：NPO法人はままつっ子育てネットワークぴっぴ

参加人数：大人43名／子ども50名

浜松市で防災教育を行なっているNPO法人はままつっ子育てネットワークぴっぴによるビニール袋を活用した雨ガッパづくり
ワークショップと被災した時に何を持って逃げるかを考える防災ゲーム「何持って逃げる？」を行ないました。このワーク

ショップへの参加によって節電ポイントは3pt発行されます。



■「節電縁日2012」ワークショッププログラム

紋切り形団扇づくりワークショップ
実施：5日16:30～18:30

参加人数：大人22名／子ども28名

江戸時代に家紋上絵師たちの作業の中から生まれ、戦前までは女学校や国民学校でも教えられていた「紋切り形」。伝統の遊び
を活かして、竹製の団扇に紋切り形でつくった色紙を貼って自分だけの団扇を作るワークショップです。節電ポイント2ptで参

加を呼びかけました。



■「節電縁日2012」ワークショッププログラム

節電ポイント交換プログラム　復興支援手作りアクリルたわし／節電縁日グッズ
実施：3-5日15:30～19:30ごろまで

発行した節電ポイントで縁日やワークショップで使うほか、グッズとの交換を行ないました。アクリルたわしは福島県広野町の

お母さんたちの手作りです。グッズの交換は3ptで行ないました。

復興支援手作りアクリルたわし：

「元気をおくるアロマ隊」が応援している福島県いわき市広野町のお母さ

んたちの手作りアクリルたわし。
事前に100個を買い取り、節電ポイントの景品として交換しました。

節電縁日グッズ：

ブックカバー／ピンク

傘カバー／白
エコパックカイロ／黄色

エコ箸／赤
節電縁日グッズは抽選器を回し、出た色でグッズを渡しました。

グッズ提供：東急電鉄株式会社



■「節電縁日2012」ステージプログラム

なおやマン「へんてこパーティー」
実施：3日13:00～13:45　15:00～15:45

ケミカルエンタテイメントショーのなおやマンによる節電をテーマにした科学実験ショーを行ないました。手品やコミカルな

トークで子どもたち心を掴み、不思議な科学実験を披露します。会場の子どもたちにも協力してもらい、参加型のエンタテイメ
ントショーを繰り広げました。

プロフィール
なおやまん（しまざき・なおや）
 
ヘンテコないつもと違う視点で体験・体感
するショーアップしたワークショップを通
して、こども達の毎日をワクワクに変えて
いく活動を全国で展開している軽井沢在住
の ワークショップエンターテイナー。
学習院大学理学部化学科卒業。東京ガス株
式会社環境エネルギー館インタープリター
（教育プログラムの企画運営）を経て、
2004年にケミカルエンターテインメント
を設立。
現在、NPO法人CANVASフェロー、軽井
沢中部小学校クラブ講師などの活動を行っ
ている。

主な受賞歴
●エネルギー・コミュニケーター奨励賞受
賞（経済産業省資源エネルギー庁主催）
●第１回、第２回キッズワークショップア
ワード優秀賞受賞



■「節電縁日2012」ステージプログラム

白井貴子ライブ
実施：3日14:00～14:45

かつては「ロックの女王」と呼ばれ、現在は環境系ロックシンガーの白井貴子さんによるトーク＆ライブ。プロデューサーの小

川とのトークでは、本イベントのテーマメッセージである「電気を消して、街へ出よう」を話題にピークシフト、ピークカット
への意識訴求をしました。

プロフィール：
しらいたかこ
神奈川県藤沢市出身。フェリス女学院
短期大学音楽科卒業。
1981年ＣＢＳソニーよりデビュー。年
間100本を超えるハードなライブパー
フォーマンスから「ロックの女王」と
呼ばれ、女性ポップロックシンガーの
先駆者的存在となる。1994年TV番組
「世界ウルルン滞在記」でアフリカを
訪れ、アフリカの太鼓「ジャンベ」の
洗礼を受ける。2001年伊豆の森を買
う。2007年「かながわ環境大使」就
任。2009年横浜市「YESアンバサ
ダー」就任。現在は音楽活動のほか、
地球環境保全活動にも力を入れてい
る。



■「節電縁日2012」ステージプログラム

極楽音楽（Cool Club Bandほか）
実施：3日16:30～17:00 16:30～17:00　4日、5日13:00～13:30 14:30～15:00 15:30～16:00 

1930年代のスウィングジャズを華やかにオシャレに再現したバンドとして活躍する「HOT倶楽部イクスプレス」のメンバーを

中心に、節電縁日のためのオリジナルセッションバンド「Cool Club　Band！」を結成。日替わりでメンバーが入れ替わり、ソ
ロ・デュエット・バンドサウンド等バラエティにとんだ演奏を行ないました。



■「節電縁日2012」ステージプログラム

リサイクル楽器づくりワークショップ
実施：4日、5日 制作／15:40～16:20 演奏／16:30～17:00 

参加人数：4日＝18名　5日＝20名　総数＝38名

乳酸菌飲料の空き瓶を使ってマラカスを作り、ミュージシャンの皆さんと一緒にライブに参加していただきました。



■「節電縁日2012」メッセージボード

メッセージボードへの参加は大変活発に行なわれました。3日の初日で用意したボードは埋まり、4日、5日とボードを追加しま

した。

3日

4日 5日



■「節電縁日2012」会場風景

会場全景、階上からの風景です。
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