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節電避暑地一覧 期間中のイベントなどの詳細については、それぞれの施設に直接お問い合わせください。
各施設の場所は市公式Webサイトの「いち案内」で見ることができます。

No. 施設・店舗名 所在地 問い合わせ

1

メディアパーク市川 鬼高1-1-4生涯学習センター
①中央図書館 1階 ☎320-3346
②文学ミュージアム 2階 ☎320-3334③文学ミュージアム資料室 3階
④中央こども館 1階 ☎320-3337

2 アイ・リンクタウン
展望施設

市川南1-10-1
ザ タワーズ ウエスト45階 ☎322-9300

3 東山魁夷記念館 
（有料施設） 中山1-16-2 ☎333-2011

4 芳澤ガーデンギャラリー
（有料施設、一部無料） 真間5-1-18 ☎374-7687

5 木内ギャラリー
（有料施設、一部無料） 真間4-11-4 ☎371-4916

6 郭沫若記念館 真間5-3-19 ☎372-5400
7 鬼高公民館 鬼高2-12-23 ☎334-2612
8 信篤公民館 高谷1-8-1 ☎327-6807
9 東部公民館 本北方3-19-16 ☎337-8886
10 柏井公民館 柏井町2-844 ☎338-2988
11 若宮公民館 若宮2-15-8 ☎336-7958
12 市川公民館 市川2-33-2 ☎321-1171
13 西部公民館 中国分2-13-8 ☎373-8175
14 市川駅南公民館 大洲4-18-3 ☎370-3564
15 曽谷公民館 曽谷6-25-5 ☎372-2871
16 本行徳公民館 本行徳12-8 ☎359-1351
17 幸公民館 幸1-16-18 ☎398-0481
18 南行徳公民館 相之川1-3-7 ☎356-7371
19 菅野公民館 菅野3-24-2 ☎322-7761
20 信篤図書館 高谷1-8-1 ☎328-8831
21 行徳図書館 末広1-1-31 ☎358-9011
22 市川駅南口図書館 市川南1-10-1 ザ タワーズ ウエスト3階 ☎325-6241
23 自然博物館 大町284（動植物園内） ☎339-0477
24 歴史博物館 堀之内2-27-1 ☎373-6351
25 考古博物館 堀之内2-26-1 ☎373-2202

No. 施設・店舗名 所在地 問い合わせ

26 南八幡こども館 南八幡2-20-1（勤労福祉センター内）☎376-1118
27 大洲こども館 大洲4-18-3（こども発達センター内） ☎376-1212
28 中国分こども館 中国分2-13-8（西部公民館内） ☎375-6547
29 本北方こども館 本北方3-19-16（東部公民館内） ☎337-8936
30 市川こども館 市川2-33-6 ☎322-1404
31 相之川こども館 相之川1-3-7（南行徳公民館内） ☎356-7381
32 田尻こども館 田尻4-13-3 ☎379-1863
33 新田こども館 新田2-1-24 ☎379-1915
34 塩浜こども館 塩浜4-3-1-103 ☎396-1765

35 柏井こども館 柏井町2-844
（柏井公民館内） ☎339-3754

36 信篤こども館 高谷1-8-1（信篤公民館内） ☎327-0141
37 曽谷こども館 曽谷6-25-5（曽谷公民館内） ☎372-2892
38 末広こども館 末広1-1-31（行徳支所内） ☎359-1671
39 本行徳こども館 本行徳12-8（本行徳公民館内） ☎359-1351

40 いきいきセンター福栄（福栄老人いこいの家）福栄4-32-2 ☎395-6906

41 いきいきセンター大洲（老人福祉センター） 大洲4-18-3 ☎370-3562

42 いきいきセンター南行徳（南行徳老人いこいの家）香取1-17-18 ☎357-1104

43 動植物園 （有料施設） 大町284 ☎338-1960
44 市民プール （有料施設）北方町4-2270-3 ☎338-7346

45 クリーンスパ市川 （有料施設） 上妙典1554 ☎329-6711

46 千葉県立現代産業科学館 （有料施設） 鬼高1-1-3 ☎379-2000

47 大洲防災公園 大洲1-18 ☎379-3577
48 広尾防災公園 広尾2-3-2 ☎359-0155
49 里見公園 国府台3-9 ☎372-0062
50 駅前公園 湊新田2-4 ☎397-5577
51 南行徳公園 相之川4-1 ☎359-1287
52 南沖児童交通公園 行徳駅前3-4 ☎397-0606

■公共施設など■商業施設・商店街など

▲節電避暑地は、このポスターが目印 ▲対象施設には節電避暑地のポスターが貼られています（メディアパーク市川）

　家のエアコンの電源を切り、市内の公共施設や商業施設・商店街な
どに出かけることで、家庭の節電と商業の活性化を図る「節電避暑地
キャンペーン」。暑さのピークとなる昼間は、電力需要が最も多くなり
ます。日中家にいるよりも、「涼」空間をみんなで共有しに、家族で出
かけませんか。夏休み期間は、親子で遊んだり学んだりできるイベン
トも盛りだくさん。商業施設などでは、キャンペーンにあわせて特典
も用意しています。無理なく楽しく快適に、節電をしましょう。
☎３３４-１１２８地域振興課

「涼」空間をみんなで共有、みんなで快適

マナりん

9月30日●まで
今年の夏は、みんな
そろって節電避暑地
へ行こう！

月
　今年も節電の夏を打ち水で涼しく過ご
しませんか。朝夕のあまり日差しが強くな
い時間に、お風呂の残り湯や雨水などを
地面にまくだけです。まいた水が蒸発する
際に地面の熱を奪うので、暑さを和らげる
ことができます。緑のカーテン作りなどと
併せて打ち水にご協力ください。

打ち水大作戦 in いちかわ

市内の公園ミニプールの水を有効活用
したイベント「打ち水大作戦inいちかわ」
を今年も開催します。お子さんと楽しく打
ち水遊びをしてみませんか。当日は消防
車による散水も行います。（※散水につ
いては変更の可能性あり）

①８月１日（木）午後３時３０分頃／
子の神中央公園※雨天時は８日（木）、
②８月２２日（木）午後３時３０分頃／百
合台公園※雨天時は２９日（木）
ジョウロ・ひしゃくなど、水をまく道具
☎３３２-８７４０河川・下水道計画課

関連イベント

～打ち水で夏を楽しく涼しく過ごしませんか～

▲昨年度開催した子の神中央公園での様子

№ 施設・店舗名 所在地 電話番号 期間中のイベント情報、特典など

1 ニッケコルトンプラザ 鬼高1-1-1 ☎378-3551

●絵本パラダイス開催（期間：7/20(土)～8/25(日)、時間：10:00～17:00）
※様々な絵本を展示、読むことができるほか、ワークショップ、読み聞かせなどを開催
●ロボット恐竜展（期間：8/30(金)～9/1(日)、時間：未定）
※実物大の3/5サイズで再現されたティラノサウルスや、センサース
ティックに反応するヴェロキラプトルを展示

2 京葉ガス市川ショールーム 南八幡3-14-1 ☎379-3264 ●休憩コーナーを特設し、ウォーターサーバーで冷水をセルフサービ
スにて提供します

3 エコス市川島尻店 島尻4-3 ☎701-1033
●毎日夕市18:00～19:00に｢ナイターセール｣開催
●月に一度、恒例のつめ放題セール開催
●毎週日曜日 9:00～12:00まで朝市開催

4 ダイエー南行徳店 南行徳2-20-25 ☎306-1147 ●地下１階オートスロープ付近にベンチ設置
※うちわを配布し涼を感じていただくサービスを実施します

5 ホームセンターコーナン市川原木店 原木2526-6 ☎329-7981 ●ウォーターサーバーを設置　　　●キッズコーナー併設　
●雑誌・絵本を設置

6 ユニディ千鳥町店 千鳥町1 ☎390-2551 ●｢休憩コーナー｣を設け、冷たい水を提供

7 旭化成ホームズ京葉総合支店 八幡3-29-20 ☎706-9747 ●来場者へ冷たい飲み物（麦茶）の無料サービス　
●空きスペースに「休憩コーナー」を設け、テーブルとイスを設置

8 ライフコーポレーション市川国分店 国分2-13-16 ☎320-8121 ●毎月15日、65歳以上対象シニアクーポン（レジにて5％引)プレゼント
●毎週土日、ライフポイントカード３倍ポイントデー実施

9 ブルーベリーファームしばやま 大町340-4 ☎090-2251-
3533

●来園者（摘み取り及び直売）に休憩用ベンチを設け、冷たい麦茶
を無料サービス
※営業期間：６月下旬～８月中旬頃までで終了

10 ブルーベリー新七農園 大町340-8 ☎090-5540-
1509

●休憩コーナーを設け、ガーデンテーブルとベンチを設置
※小学生以下入園無料(保護者同伴、要予約)　

11 イオン市川妙典店 妙典5-3-1 ☎397-9831 ●各種イベントの実施
●｢24時間テレビ｣に関する募金、Tシャツ販売など実施

12 ベルクス市川堀之内店 堀之内3-6-13 ☎373-8719 ●休憩スペースを設置

13 ベルク市川原木店 原木2526-6 ☎329-6100

●毎日16時～18時に｢スーパー夕市｣を実施、お買い得品などを提供
●毎週日曜日と１日に、ベルクカードポイント３倍デー実施
※店内は冷蔵ケースの冷気で寒く感じることがありますが、冷房はほ
とんど入れていません。ご理解ご協力ください。

14 イオンシネマ市川妙典 妙典4-1-1 ☎356-0205 ●休憩スペースを設置

15 南行徳メトロセンター会 南行徳駅高架下 ☎398-3700
●｢夕涼み・納涼大会｣を実施（7/20(土)16:00～20:00）
※涼しい夜風に当たりながら、お祭りフードやゲームをお楽しみください
※ノベルティうちわをプレゼント(500名様)

16 真間商店連合会 真間稲荷神社
社務所前 ☎322-2983 ●冷たい麦茶の接待（無料）

※開催日：7/20（土）．21（日）

17 サンロード商店会 南八幡4-15-10 ☎379-0856 ●清龍寺観音院を開放　　　　  ●お茶の提供　
●テーブル、イス設置　　　 　　 ●雑誌・本を配置

18 市川南商店会連合会
市川南1-2～市川
南2-1
（ゆうゆうロード）

☎322-2962
●7/28（日）「市川ふるさと祭り」の開催。お祭り広場中央ステージ
付近において、タオル（1000本）、ティッシュを配布

※楽しい催し物多数あり

19 中山参道商店会 中山4-13-5 ☎334-6913
●商店会の縁台を緑の多い参内の店前に置き、自由に涼をとって休
んでいただき、また、うちわも用意します

※各店先には江戸風鈴を下げ、涼やかな音と寺町の情緒を楽しんでいただきます

20 南八幡商店会 南八幡3-7-1 ☎090-6503-
1700

●8/25(日)に南八幡商店会夏まつりを開催し、先着50名様に冷た
い麦茶を提供（無料）

21 行徳かもねぎ商店会 行徳駅前2-21-12 ☎358-3541 ●8/25(日)開催の「かもねぎ祭」において、うちわを先着で配布

　市では、地球温暖化対策として、電気を大切に使う
「節電」を推進しています。
　夏はエアコンなどの利用により、年間を通じて、最も
電気使用量が多くなる季節です。
　今年の夏は「ライフスタイル」を見直し、家庭で楽し
く取り組む「節電チャレンジ」に参加しませんか。
　参加した方全員にエコボポイント10Ｐ、抽選でエコ
グッズが当たります。
　みなさんのご参加をお待ちしております。

受付期間 8月1日（木）～9月6日（金）
申込方法 節電チャレンジシートと「8月分の電気使
用量のお知らせ」を合わせて提出。※申込は9月6日
（金）必着で持参、郵送、FAX376-3177で環境政
策課（〒272-0023南八幡2-18-9）
申込窓口 環境政策課、ボランティア・NPＯ活動セン
ター、ボランティア・NPＯ活動センター行徳、市川駅
行政サービスセンター
☎３20-3150環境政策課

それぞれの部屋でエアコンをつけるのではなく、家族みんなが
一部屋で過ごしたり、家のエアコンを止めて図書館などの公共
施設やカフェ、ショッピングセンターなどで過ごす。

涼しい場所で、みんなで過ごす

早起きして、エアコンの必要
がない朝の涼しいうちに、行
動を開始する。

ちょっと早めに出勤し、早めに
退社。朝の涼しい時間帯は頭
も冴え、仕事もはかどります。

早寝、早起き 時差出勤

節電チャレンジ ～賢く、楽しく節電しよう～ ライフスタイルを見直そう

広報いちかわ　2013年（平成25年）7月20日　No.1476 4広報いちかわ　2013年（平成25年）7月20日　No.14765

●これまでの「広報いちかわ」が市公式Ｗｅｂサイト・検索 広報　　　（http://www.city.ichikawa.lg.jp/pla04/1111000009.html）でご覧になれます。
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