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イベント概要
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期間中の来場者数

6,966件



エコチルまつり特設サイト　https://www.ecochil.net/festival2021/

バーチャル会場
入口アイコン

スタンプラリー
プレゼント一覧

マイSDGｓシート
ダウンロード

イベント概要

ワークショップ・体験教室
紹介・事前募集

ステージイベント紹介

会場図・出展社の紹介

お問合せフォーム

イベントの特設サイトを開設。イベント内容の紹介とともにバーチャル会場の入口を設置しました。
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バーチャル会場／入口・インフォメーション配置コンテンツ

■SDGｓ博士コメント
私はSDGｓ博 士。みんな「マイ SDGsシート」
は 持 ったかな？「マイ SDGsシート」をダウン
ロードして、会場内を回ってシートを完成させ
れば夏 休みの自 由 研 究にもなるよ。また、
シートを完 成させて写 真をアップロードすれ
ば、抽 選で景 品も当たる。「マイ SDGｓシー
ト」は、 横 にあるダウンロードのアイコンをク
リックしてね。いろいろなブースを回って楽し
みながらSDGsを学ぼう。

■情熱先生コメント
「エコチルまつりバーチャルツアー 2021」は
色々な企業・団体の環境や SDGsに関わる
取り組みや、自由研究のヒントになる情報が
いっぱい！また、 楽 しいステージやすてきな
賞 品 が 当 たる 無 料 のスタンプラリーもある
よ。 横 にある「エコチルまつりバーチャルツ
アー2021の楽しみ方」を読んで、会場内を自

由に回ろう。

会場入口

インフォメーション

マイSDGｓシート
ダウンロードアイコン

会場内の楽しみ方（操作方法）
アイコン

ワークショップ・体験教室
入口アイコン

スタンプラリー説明パネル

会場図

スタンプラリー応募フォーム
アイコン

-03-



バーチャル会場／ライブステージ配置コンテンツ

■エーコちゃんコメント
エコチルライブのブイチューバ ―、エーコだ
よ。
ステージでは8月7日10:00～16:00、札幌の
スタジオから、子どもの発 表やパフォーマン
スのほか、家族が楽しめるショーなどを順次
生配信するよ。
終了後は翌日から 20日（金）16:00まで、アー
カイブでいつでも閲覧できる。
みんな、楽しんでいってね！

ライブステージプログラム 協賛企業パネルライブステージ（YouTube／エコチルチャンネル）
入口アイコン

ライブステージ

-04-



バーチャル会場／スタンプラリー

来場者が会場内を周遊するように、スタンプラリーを設置。出展社の各ブースにスタンプのアイコンを設置し、20ブースを回りスタンプを 20個集めるとパスワードが表示

され、インフォメーションにある応募フォームより応募が可能となります。

スタンプラリー応募フォーム
アイコン

スタンプラリー説明パネル
インフォメーション

ブース内
スタンプラリーアイコン

スタンプラリー台紙 スタンプラリーキーワード

スタンプラリー応募フォーム
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広報

■環境情報紙  「エコチル」  45府県電子版　６月号掲載

■環境情報紙  「エコチル」  東京版・横浜版・北海道版　 7月号紙面掲載

■環境情報紙  「エコチル」  45府県電子版　7月号掲載

■「エコチル」  WEBマガジン掲載

■YouTube 「エコチルライブ」  生放送告知  　(7月17日配信)
■SNS告知　（facebook Twitter Instagram LINE）

■読売KODOMO新聞告知

■TVｈ（テレビ北海道）「スイッチン！」 8月7日放映　

■道新まなぶん告知

■道新ママトーク告知

■FMラジオ「J-Wave」（東京）　8月1日放送

■北海道の情報メディア「 Domingo」イベント情報掲載

■子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」イベント情報掲載

■情報サイト環境☆ナビ北海道「 E☆day Hokkaido」イベント情報掲載

■情報サイト「キッズイベント」イベント情報掲載

■情報サイト「ReseMoｍ.」イベント情報掲載

■情報サイト「PRTIMES」イベント情報掲載　

■十勝毎日新聞電子版　イベント情報掲載

■朝日新聞デジタル「寺子屋朝日」イベント情報掲載

■楽天ウェブ「Rakuten Infoseek」ニュース掲載

※その他「exciteニュース」「じもにゅー北海道」「 Ameba News」及び

　各出展社様のホームページにて告知

-06-



各出展ブース 



出展ブース01　こども環境情報紙エコチル

■パネル静止画

■動画リンク ■WEB（URLリンク）

これまでのSDGsに関する記事や、エコライブでおなじみの「SDGｓ博士」の動画を展

示。また、ウェブサイトにはSDGｓをわかりやすくヒント付きで学べるワークシートがダ

ウンロードできるようになっており、夏休みの自由研究として、ＳＤＧｓについて深く学

べるつくりとなっていました。  

https://www.ecochil.net/festival2021/ecochil_sdgs_kenkyu/https://www.youtube.com/watch?v=c8koUKJNdh8&t=187s

■ブース紹介文
こんにちは！エコチルのエーコだよ。ここでは、
みんなの夏休みの自由研究を応援！エコチルの
記 事 を 読 んだり、 動 画 を 見 たりして、SDGｓの
ワークシートを 完 成 させてね。 楽 しく 学 んで、
ＳＤＧｓに取り組もう！  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https://www.ecochil.net/festival2021/ecochil_sdgs_kenkyu/
https://www.youtube.com/watch?v=c8koUKJNdh8&t=187s


出展ブース02　北海道環境生活部環境局

■パネル静止画

■動画リンク ■WEB（URLリンク）

近年の外来種の問題をパネルで展示し、動画では「エコセフドライブ」の推進、

WEBではオンラインパネル展の紹介といった、環境の保全や環境に配慮した行

動などについて理解を深めてもらうための展示を行いました。  

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/panel.htmlh

https://m.youtube.com/watch?v=DdN5Fkty7a4&list=PLnH_l7f-5nANfk-8MzZlma1c9SkklgrNm
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■ブース紹介文 
拙者は環境忍者 えこ之助。ポスターや動画、オン
ラインパネル展を見て環境について一緒に勉強す
るでござる。みんなの自由研究の役に立ったらうれ
しいでござる。  

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/panel.html
https://www.ecochil.net/festival2021/ecochil_sdgs_kenkyu/
https://m.youtube.com/watch?v=DdN5Fkty7a4&list=PLnH_l7f-5nANfk-8MzZlma1c9SkklgrNm


出展ブース03　さっぽろ「エコライフレポート」

■パネル静止画

■動画リンク ■WEB（URLリンク）

小中学生が家庭などで身近にできるエコ行動をチェックできる「エコライフレポート」を動画

やパネルで紹介しました。「ゼロカーボン都市をめざそう!」をテーマに、家庭でのエコ行動

の声掛け役となって、エコリーダーとして実践するよう働きかけていく取組のヒントになる

ようなアイディアも学べました。  

■ブース紹介文 
こんにちは！未来の札幌を考える【環境】イメージ
キャラクターの「ちっきゅん」だよ。ここでは、札 幌 市
の市立小中学生が夏休み・冬休みに取り組んでい
る「エコライフレポート」について紹介するよ。取り組
み方のヒントも紹介しているので参考にしてね。  

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/kankyo_kyoiku/ecolifereport/kodomoeco20
21.html

https://youtu.be/7i67YhxR1Po
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https://www.city.sapporo.jp/kankyo/kankyo_kyoiku/ecolifereport/kodomoeco2021.html
https://www.city.sapporo.jp/kankyo/kankyo_kyoiku/ecolifereport/kodomoeco2021.html
https://youtu.be/7i67YhxR1Po


出展ブース04　さっぽろ青少年女性活動協会

■パネル静止画

■動画リンク ■WEB（URLリンク）

リモートで様々な施設のひみつを紹介し、自然や環境、エコについて楽しく学べる

動画やわくわく実験、゙夏休みの自由研究にも使えるオリジナル工作などを展示し

ました。 

https://www.ecochil.net/festival2021/syaahttps://youtu.be/kJXR1bzp3B
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■ブース紹介文 
自然や環境、エコについて楽しく学べる動画やわく
わく実験、オリジナル工作など、自由研究に役立つ
コンテンツが盛りだくさん！リモートで様々な施設の
ひみつも知ることができるよ。ぜひのぞいてみて
ね！ 

https://www.ecochil.net/festival2021/syaa
https://youtu.be/kJXR1bzp3BY


出展ブース05　日本CCS調査(株)

■パネル静止画

■動画リンク ■WEB（URLリンク）

地球温暖化防ぐために期待されているのが二酸化炭素を地中深くにとじ込める

CCS。北海道苫小牧市で実証試験が行われているCCSの技術をパネルやアニメを

見ながらオリジナルキャラクター・キャップ君と一緒にクイズ形式で紹介しました。 

■ブース紹介文 
ようこそ、ぼくはキャップ君。今 日は来てくれてあり
がとう！ＣＣＳは、地球温暖化を防ぐために二酸化
炭素を地中深くに閉じ込めるんだ。その仕組みを紹
介するね。アニメの中にクイズもあるよ。一 緒に挑
戦しよう♪  

https://www.japanccs.com

https://youtu.be/QHMz1LoPlsg

-12-

https://www.japanccs.com/
https://www.youtube.com/watch?v=c8koUKJNdh8&t=187s


出展ブース06　塩ビ工業・環境協会

■パネル静止画

■動画リンク ■WEB（URLリンク）

身の回りにあるポリ塩化ビニル(塩ビ／PVC)というプラスチック素材。 

加 工がしやすく、丈 夫で長 持ち、リサイクル性に優れている塩ビの活 用 事 例や

SDGsへの貢献をパネルや動画で紹介しました。 

■ブース紹介文 
私は、ゴイスー博 士！ここではポリ塩 化ビニル（塩
ビ）から出来ているいろいろな製品（プラスチック）に
ついて紹介するよ。みんな夏休みの自由研究の参
考のために塩ビの特徴を調べてみよう！  

https://www.vec.gr.jp/lib/pdf/sustainability.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=umRIzhz_MDM&t=1s
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https://www.vec.gr.jp/lib/pdf/sustainability.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=umRIzhz_MDM&t=1s


出展ブース07　HBC北海道放送

■パネル静止画

■動画リンク ■WEB（URLリンク）

HBCが取り組んでいるSDGｓの活動をパネルで展示しました。また、HBCがこれまで

応援し、取材した企業や個人のSDGｓの活動の中から、ユニークなものを動画で紹介

しました。 

■ブース紹介文 
HBCや企業団体のSDGsの取組を紹介するよ。持続
可能な社会の実現や地球環境のため何ができる
か、一緒に考えよう！  

https://www.hbc.co.jp/company/sdgs/

https://youtu.be/yYnlFOlHXkI
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https://www.hbc.co.jp/company/sdgs/
https://youtu.be/yYnlFOlHXkI


出展ブース08　野外博物館北海道開拓の村

■パネル静止画

■動画リンク ■WEB（URLリンク）

北海道開拓をパネルで紹介するとともに、夏休みの自由研究にもなる昔ながらの

風車や水鉄砲などの遊具の作り方を動画で紹介しました。 

■ブース紹介文 
北海道開拓の村は、今から100年以上前の北海道を
体感できる博物館！水鉄砲や風車の作り方や開拓
の村の様子はYouTubeで紹介しているよ！ぜひ、今
度は、お父さん、お母さんと一緒に遊びに来てね！  
 

https://www.ecochil.net/festival2021/ecochil_sdgs_kenkyu/

https://www.youtube.com/watch?v=c8koUKJNdh8&t=187s

-15-

https://www.ecochil.net/festival2021/ecochil_sdgs_kenkyu/
https://www.youtube.com/watch?v=c8koUKJNdh8&t=187s


出展ブース09　(株)北翔

■パネル静止画

■動画リンク ■WEB（URLリンク）

世界中で脱炭素社会の動きが高まる中、仕事をする上で出てしまう「CO2」をどうやっ

て減らそう？CO2削減や森林育成についていろんなアイデアをみんなで一緒に考え

る動画を展示しました。 

■ブース紹介文 
こんにちは！私は株式会社北翔の「しょう」です。最近話題
が多くなっている「ＣＯ２削減」。世界中で脱炭素社会への動
きが始まってきています。私の会社　北翔もCO2削減に動き
だしました。でも、まだまだ出来ることは沢山あると思います
ので、皆さんと一緒に考えていき、取組みを増やしていきた
いと思っています。北翔ではどうしてCO2が出ているか？ 何
をして削減を進めているか？ どうぞブース内をご覧くださ
い。 

https://s-hokusyo.com/sdgs/https://www.youtube.com/watch?v=h75Vqdqc9PE
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https://s-hokusyo.com/sdgs/
https://www.youtube.com/watch?v=h75Vqdqc9PE


出展ブース10　田中学園立命館慶祥小学校

■パネル静止画

■動画リンク ■WEB（URLリンク）

2022年4月開校予定の新小学校と学力のみならず、心と身体を豊かに育てる魅

力と秘密がいっぱいの新校舎をパネルや動画で紹介しました。  

■ブース紹介文 
今日はバーチャルですが、次はぜひ学校でお待ちし
ています！  

https://tanakagakuen.ed.jp/https://youtu.be/mowplPCpTCA
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https://tanakagakuen.ed.jp/
https://youtu.be/mowplPCpTCA


出展ブース11　水素情報館 東京スイソミル

■パネル静止画

■動画リンク ■WEB（URLリンク）

水素について見て触って体験しながら楽しく学べる環境学習施設である「東京スイ

ソミル」の紹介と「水の電気分解実験」や「燃料電池自動車の仕組み」など水素や環

境を楽しく学べる動画コンテンツを紹介しました。  

■ブース紹介文 
ぼくはスイソン。 東 京 スイソミルのブースへようこ
そ！東京スイソミルは水素エネルギーと、水素を活
用することで生まれる新しい社 会のしくみが学べる
施設だソン。ぼくたちと一緒に楽しく水素の力を知っ
てほしいソン！  

 

https://www.tokyo-suisomiru.jp/summer2021/

https://youtu.be/BMzGT8fu5_I
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https://www.tokyo-suisomiru.jp/summer2021/
https://youtu.be/BMzGT8fu5_I


出展ブース12　容器文化ミュージアム

■パネル静止画

■動画リンク ■WEB（URLリンク）

容器のひみつや工夫を紹介するミュージアム。ミュージアムの環境コーナーを使って「容
器が何からできて、何に生まれ変わるか」をエコポイントと一緒に動画で解説しました。リ
ンクらミュージアムのホームページを見ると「容器を使ったエコ工作」のつくり方も紹介しま
した。  

■ブース紹介文 
こんにちは“缶くん”です！「容器が何からできて、何
に生まれ変わるか」をエコポイントと一緒に動画で解
説するよ。「容器を使ったエコ工作」も紹介している
から作ってみてね。  

https://package-museum.jp/online_museum/

https://youtu.be/wzj0Zsw_87U
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https://package-museum.jp/online_museum/
https://youtu.be/wzj0Zsw_87U


出展ブース13　日本環境協会 こどもエコクラブ

■パネル静止画

■動画リンク ■WEB（URLリンク）

子どもにもカンタンなYES-NOチャートで自 分にピッタリなSDGsアクションをご紹 介

するとともに、全国各地のこどもエコククラブが゙取り組んでいるSDGsアクションを

紹介しました。  

■ブース紹介文 
みんな、こんにちは！こどもエコクラブのエコまるだ
よ。ＳＤＧｓって聞いたことあるかな？地 球を守る合
言 葉 なんだ。カンタンなＹＥＳ－ＮＯチャートで、みん
なにピッタリなＳＤＧｓアクションをしょうかいするよ！  

 

http://www.j-ecoclub.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=p3UVH2_fL74
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http://www.j-ecoclub.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=p3UVH2_fL74


出展ブース14　横浜市環境創造局

■パネル静止画

■動画リンク ■WEB（URLリンク）

横浜市の「こども『エコ活。』大作戦！」の紹介をしました。また、横浜市内の小学生

１万人以上が調べてくれた「こども『いきいき』生き物調査」の結果を動画で見なが

ら、横浜の生き物や環境について学びました。 

■ブース紹介文 
こんにちは！エコぽんだよ！みんなで毎日の生活の
中でできるエコな活動に取り組んでみよう！横浜の
生き物や環 境について楽しく学べる「こども『いきい
き』生き物調査」もしょうかいしているよ！  

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kan
kyohozen/kansoku/science/naiyou/tayosei/ikiiki.html

https://www.youtube.com/watch?v=atGOhbVZ0SQ
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https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/kansoku/science/naiyou/tayosei/ikiiki.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/kansoku/science/naiyou/tayosei/ikiiki.html
https://www.youtube.com/watch?v=atGOhbVZ0SQ


15　(一社)  イエロー ピン プロジェクト

■パネル静止画

■動画リンク ■WEB（URLリンク）

SDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」をテーマに、「海洋プラスチックごみ」の今、

みんながいつまでも魚を食べられるための「持続的な水産業」、地球温暖化が海

にどんな影響をあたえているのか、講演、クイズ、プログラミング体験を紹介しまし

た。 

■ブース紹介文 
世の中の問題解決に役に立つ「プログラミング」っ
て知ってるカイ？  
 海の豊かさを守ろうというSDGsの目標を達成する
ためにも、必要なんだ。  
 まだピンとこなくても、それはチャンス！夏休みの
自由研究にぴったり！  

https://vimeo.com/575639776t

https://vimeo.com/575639776
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https://vimeo.com/575639776
https://www.ecochil.net/festival2021/ecochil_sdgs_kenkyu/
https://vimeo.com/575639776


出展ブース16　環境省COOL CHOICE

■パネル静止画

■動画リンク ■WEB（URLリンク）

カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現に向けて、私たちができるさまさざまな取組

を紹介。お笑いコンビ「カミナリ」がカミナリ先生に扮して気象変動や防災について教

えてくれる動画も展示しました。 

■ブース紹介文  
こんにちは！ぼくは「しんきゅうさん」。  
このブースには地球温暖化に関するパネルや動画が展示さ
れているよ。  
地球温暖化を防ぐためにどんな対策が取れるか、楽しく学ん
で自由研究の参考にしてね！  
☆「しんきゅうさん」は、家電の省エネ性能を簡単に比較でき
る「省エネ家電買換ナビゲーション」だよ。Webで調べてみて
ね。  

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/

https://www.youtube.com/watch?v=ev3VvPG8py4
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https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/
https://www.youtube.com/watch?v=c8koUKJNdh8&t=187s


出展ブース17　オロナミンCドリンク

■パネル静止画

■動画リンク ■WEB（URLリンク）

オロナミンCにも使われているガラスびんの秘 密や3R（スリーアール）について、

また使用済みのびんの分別や回収の方法、そして新しいオロナミンCの取り組み

などをクイズや動画で紹介しました。 

 
■ブース紹介文 
こんにちは！ボクの名 前はナミ助！ここでは、みんなでガラ
スびんについてのいろいろなちしきや「３Ｒ」（スリーアール）
について、学んでみよう！また、びんの分別や回収方法、オ
ロナミンCの取り組みなども、クイズや動 画で紹 介している
よ！ 
ぜひみんなも「ガラスびんのエコ」たのしく 学 んでいって
ね！」 
 

https://www.otsuka.co.jp/orc/more_about/

https://youtu.be/hw8NTiVSQgY
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https://www.otsuka.co.jp/orc/more_about/
https://youtu.be/hw8NTiVSQgY


1出展ブース8　タミヤロボットスクール

■パネル静止画

■動画リンク ■WEB（URLリンク）

全国のタミヤロボットスクールで開催されている「サマーチャレンジ2021」を、楽しく学

べる2つのワークショップのパネルや、夏のイベント情報が分かる特設ページのリン

ク、スクール動画などで紹介しました。 

■ブース紹介文 
こんにちは！プログラミングロボットのカムロボだよ。
このブースでは、タミヤロボットスクールの内 容を紹
介するよ。みんなと同じ小学生が全国で楽しんでい
るロボット工作とプログラミングをチェックしてね！  

https://tamiya-robotschool.com/campaign/2021summer/

https://youtu.be/qRJpERMcjvc
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https://tamiya-robotschool.com/campaign/2021summer/
https://youtu.be/qRJpERMcjvc


出展ブース19　カンコ―学生服

■パネル静止画

■動画リンク ■WEB（URLリンク）

環境にやさしい学生服とは？をテーマに驚きの素材や学生服が出来るまでの流

れなどを動画やパネルで紹介しました。 

https://kanko-gakuseifuku.co.jp/https://youtu.be/ypsmS0w6EJ0
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■ブース紹介文 
こんにちは！カンコー学生服のカンコーさんです。
みんなは「環境にやさしい学生服」と聞いて、どん
なものを想像するかな？その驚きの素材や制服が
出来るまでの流れについて動画で紹介しているよ
♪みんな見にきてね！  
 

https://kanko-gakuseifuku.co.jp/
https://youtu.be/ypsmS0w6EJ0


出展ブース20　エコチル自由研究応援グッズ

■パネル静止画

■動画リンク ■WEB（URLリンク）

ペットボトルを使ったエコな工作キットから、不思議な仕組みの本格的な実験キット、

バリエーション豊かな昆虫食まで、様々な自由研究応援グッズが勢ぞろい！エコチ

ルが厳選した、みんなの夏の自由研究を応援するグッズを紹介しました。 

■ブース紹介文 
こんにちは！ムシスキーです！  
ここは、エコチルがおすすめする自 由 研 究 応 援
グッズのコーナーです！  
いろいろな工作キットをはじめ、将来的に食糧とし
てとらえられ、SDGsにつながる食材「昆虫食」も紹
介しているので、みなさんチェックしてくださいね！  

https://ecochil.theshop.jp/
https://youtu.be/QfwEOcQJ3vw
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https://ecochil.theshop.jp/
https://youtu.be/QfwEOcQJ3vw


ライブステージ  



01　オープニング
 エーコちゃんとムシスキーさん

10:00～10:30

02　 情熱先生の自由研究授業　
10:30～11:00

YouTube配 信「エコチルライブ」でおなじみエーコちゃんと「おもしろ昆 虫ライフ

コーナー」 担 当 のムシスキーさんがエコチルまつりバーチャル2021Liveステー

ジのオープニングに登場。エコチルまつりのオンライン会場の様子や、プレゼ

ントが当たるスタンプラリー企画、Liveステージの見どころを紹介しました。 

 

最大同時視聴者数 22名 

自由研究は宿題として取り組むものではなく、自分の興味のあることを徹底的

に追究するものです。そんなきっかけづくりを情熱先生が熱く語ってくれまし

た。みんなが幸せに暮らせる世界をつくるために、世界各国の子ども達も取り

組んでいるＳＤＧｓにつながる研究になるとさらに素晴らしいですね。 

最大同時視聴者数 29名 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03　吉本興業さっぽろ　
札幌よしもとスペシャルショー

10:00～10:30

札幌よしもと若手芸人・コロネケン、スキンヘッドカメラ、すずらんがエコチルま

つりバーチャル 2021のために特別ステージを開催しました。漫才だけではなく

3組で時代劇コントも披露してくれました。 

 

 

最大同時視聴者数 32名 

04　 旭川市旭山動物園
オランウータンとボルネオへの恩返しプロジェクト　

11:30～12:00

旭川市旭山動物園では、動物、そして動物の故郷である地域や、地球の環

境保全の取り組みを進めるため、さまざまな活動を行っています。そのひと

つである、熱帯雨林にいろいろな生物が生息するマレーシア・ボルネオ島で

の環境保全活動「ボルネオへの恩返しプロジェクト」を生中継で、園長の坂東

さんに、お話していただきました。 

 

最大同時視聴者数 63名 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05　COLLECTIVE SCHOOL 
プランター菜園でSDGｓ野菜を育てよう！

12:00～12:30

夏休み期間を利用して、家にあるもので野菜の再生栽培にチャレンジ！捨てて

しまいがちな野菜の種を「再生栽培」という方法で、再び収穫する方法をコレク

ティブスクールの秋元先生が伝授してくれました。 
 

最大同時視聴者数 41名 

06　 Ever ZOne
パフォーマンス 
12:30～13:00 

2004年に北海道で結成され、札幌観光大使も務める「 EverZOne 」。「北海道か

ら全国へ」を合言葉に、道内を中心に活動を実施してきたグループがエコチル

まつりバーチャル 2021でスペシャルパフォーマンスを披露してくれました。 

最大同時視聴者数 80名 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07　記憶に残る、想いが伝わる音楽を
札幌市立中央中学校　吹奏楽部コンクールへの軌跡

13:00～13:30

2021年５月、北海道札幌市に新型コロナウイルス感染症の影響による緊急事

態宣言解除後、札幌市立中央中学校吹奏楽部は、吹奏楽コンクールに向けて

活動を再開。残されたおよそ１か月の間、自分達ができることは何か、そして

何を目指すのかー中学生の思いをドキュメンタリーでお届けしました。 

最大同時視聴者数 59名 

08　 代々木ゼミナール　世界史VS日本史!?
旅が100倍楽しくなる講義 特別編
13:30～14:00／14:00～14:30

2017年から続く大人気の講義を今回はエコチルまつりバーチャル 2021で特別に

披露。代々木ゼミナールの 佐藤幸夫先生は「バガン遺跡」についてと、 重野陽二

郎先生は「鎌倉」について語ってくれました。 

 最大同時視聴者数 38名 

-32-



09　緑の妖精やまちゃんの
マジックショー
14:30～15:00

10　 若手起業⇒中学生で社長⁉高校生も社長⁉立命
館慶祥起業対談企画

15:00～15:30

モヤさまや熱烈ホットサンドなどテレビにも出演して、ノリに乗っている「緑の妖

精やまちゃん」。笑いと驚きに満ちた、一瞬も見逃すことのできない、摩訶不思

議なマジックを披露しました。 

 最大同時視聴者数 40名 

立命館慶祥中学校・高校に通いながら起業を実現した生徒が実現できた理由

は、多様性を認め合う校風にありました。エコチルまつりバーチャル 2021で

は、世界を相手に活躍する慶祥生、平島さんと平松さんの２人の生対談を開

催しました。 

 最大同時視聴者数 40名 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11　エンディング
佐脇由佳ライブステージ

15:30～16:00

エンディングは札幌のシンガーソングライター佐脇由佳さんのライブステージ。

北海道の自然に育まれ、季節の移ろい、気持ちの芽吹き、 丁寧な毎日から生

まれる音をみなさんにお届けしました。 

 最大同時視聴者数　47名 

8月7日(土)のライブステージは配信後も
YouTubeで閲覧できます。

https://www.youtube.com/watch?v
=4LvU0_TWEQ8&t=1395s
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ワークショップ・体験教室 



SORA KASA KITで
オリジナル傘づくりにチャレンジ

㈱サエラが制作しているオールプラスチックの SORA KASA　 KITを使って、オ
リジナル傘づくりにチャレンジしました。㈱サエラ　 西山氏を講師に迎え、クイズ
で、沢山のビニール傘が捨てられている現状について学んだ後、実際にみん
なでオリジナル傘を組み立てました。 
 
①8/7土　11:00～12:00（Zoom）　参加者数　4名 
②8/7土　13:00～14:00（Zoom）　参加者数　4名 
③8/7～30　参加者数　25名 

意外と知らない？カエルのおはなし

"北海道外来カエル対策ネットワーク"代表でもある、リンクアス　 更科美穂様
を講師に、北海道のカエルの外来種問題を考えるワークショップを実施しまし
た。更科さんの飼育するカエルを、オンラインで観察したり、ワークシートを使っ
た学習など行いました。 
 
①8/8日　13:00～14:00（Zoom）　参加者数　14名 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VRナゾトキ北海道

スマホと簡易ゴーグルを使い、360度立体で北海道の観光地を見なが

ら、ナゾトキをするワークショップを開催しました。  

①8/8日　13:30～14:30（Zoom）　参加者数　5名
②8/8～30　参加者数　14名

夏休み！SDGsな自由研究のヒントを見つけよう！　　〜み
んなで考えよう私たちの10年後 〜

任意団体snug 代表の長谷川さん、札幌市環境計画課　佐竹さんと一

緒にSDGｓについて学ぶワークショップを開催。SDGｓの意味や自分た

ちにできることについてみんなで話し合いました。  

 
①8/9月　10:00～11:00（Zoom）　参加者数　21名  
②8/9月　14:00～15:00（Zoom）　参加者数　5名  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ヤマザキの植レポ 「植物は地球を一周する？！～外
国からやってきた植物たち～」

札幌市博物館活動センターから生配信で、学芸員　山崎さまのガイド

で敷地内の植物について解説してもらいました。  

 

①8/14土　10:15～11:15（Zoom）　参加者数　14名  

かんたんでシンプルな親子“食育”クッキング！

オーガニック料理教室「ワクワクワーク」×ENPITSU　PROJECTの料

理教室を開催。バナナケーキととうふ白玉だんご作りにチャレンジしま

した。料理だけではなく、クイズを行い食材についても楽しく学びまし

た。 

 

①8/17火　10:00～11:30（Zoom）　参加者数　9名  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アンケート集計（スタンプラリー応募者のみ）①
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◆年代別 ◆性別 ◆職業別

n=255



アンケート集計（スタンプラリー応募者のみ）②
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◆都道府県別

◆カテゴリー別 ◆小学生別

n=255



アンケート集計（スタンプラリー応募者のみ）③
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●環境情報紙「エコチル」を  知っていますか？ ●SDGsについてどの程度知っていますか ?
n=255



アンケート集計（スタンプラリー応募者のみ）④
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●「エコチルまつりバーチャル 2021」を何で知りましたか？ ●「エコチルまつりバーチャル 2021」に来場した目的は何ですか？

n=255



アンケート集計（スタンプラリー応募者のみ）⑤
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n=255

●バーチャル会場には何からアクセスしましたか？ ●バーチャル会場は何人でみましたか？



アンケート集計（スタンプラリー応募者のみ）⑥
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n=255
●このイベントに来場して環境や SDGsについて気づいた
  ことや勉強になったことはありましたか？

●楽しかったコンテンツはどれですか？ (複数回答可)



アンケート集計（スタンプラリー応募者のみ）⑦
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n=255
●このイベントに関するご感想やご意見、ご要望など
  ございましたらご記入ください  （抜粋１）

●次に「エコチルまつりバーチャルツアー」が開催されたら
  また参加しますか？

このご時世の中、イベントを中止するのが多いのですが、エコチルは、バーチャ
ルで開催し、参加できるようになっておりとても良いと思います。

夏休み、あまり外に出る機会がなく、つまらなかったのですが子供も楽しめて、
自由研究にも参考になり良かったです。

なかなか外出ができないのでオンラインイベントはありがたいです
学校でＳＤＧｓを学んで私は海洋ゴミの事で作文を書いたんですけど、海洋プラ
スチックゴミがバッグに生まれ変わっていてビックリしました。

リサイクルして使う事は環境にとっても良い事だと思いました。

実際に目の前で感じることができないのは残念ですが、家からいつでも好きな
ときにアクセスして、混雑することなく快適に見られるのはよかったです。

時間を気にせずにいつでも好きなときにアクセスして混雑せずに見られるのは
よかったです。でも次回は、直接現地で見たり聞いたりしたいです。

文章だけでなく写真もあって分かりやすかったです。スタンプラリーがあったの
で　どのブースにも興味を持って立ち寄ることができたところが楽しかったで
す。



アンケート集計（スタンプラリー応募者のみ）⑧
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n=255●このイベントに関するご感想やご意見、ご要望などございましたらご記入ください  （抜粋2）

バーチャル会場の入口が分かりづらかった。開始する少し前から入れるといいと思った。出展ブースの数が丁度いいです。
企業の動画もわかりやすくて良かった。いろいろなライブがあり全部楽しかった。

とても楽しかった。コロナが終息したら実際に体験してみたいです。
巣ごもり生活でイベントがなく退屈していた子供が大喜びでした。有難うございます★これからも楽しい企画、親子共に勉強になる企画を基体しております！！

スタンプラリーが楽しかったです。もっと沢山動画を見たかった

世界史ｖｓ日本史旅が楽しくなる講義、勉強になりました。若手起業家の対談も興味深かったです。

子供も楽しめるように、もっとカラフルだと面白いかと思いました。

子供も環境について色々と感じることがあったようで、エコチルまつりを見終わってすぐに段ボール箱を引っ張り出してきて風力発電もどきをつくって遊んでいまし
た。

今年は異常に暑かったり雨が少なかったりで、どうなってるんだ？と話す大人に子供も少し心配そうでした。そんな中でこのイベントに参加し、地球が…温暖化が
…と、なんだか未来が明るくないような話題で、子供に申し訳ないと思いました。

小学生の娘と毎回楽しみにしています。早く会場に行ける日を願っています。

一回で全てのブースを回るのは大変です。時間を置いても続けて参加できるようになっているといいです.

多くの企業が参加していて、見所が沢山あり楽しかった。勉強になった。




