
芦屋市環境フェスタ 

～第２回芦屋市環境活動報告会～ 

～子ども体験ワークショップ～ 

進行シナリオ 

〈２０１９年２月２３日 土曜日〉 

１３時００分～１５時３０分 

芦屋市市民センター４０１ 



芦屋市環境フェスタ 進行プログラム 

時間 場面 時間数 内容 備考 

 12:40 開場  受付等  

 12:55 事前告知  ５分前アナウンス  

 13:00 オープニング  あいさつ  

 13:05 第２回芦屋市 

環境活動報告会

 ・表彰 

・写真撮影 

・講演(半田孝氏) 

 14:00 子ども体験 

ワークショップ

 ・日食メガネ 

・ペットボトルで雲づ

くり 

・エコ折り紙 

・草笛作り 

・松葉ずもう 

・木の枝や木の実を使

った工作 

・ポスター展示 

 15:30 閉会    

 16:00 閉場    



進行台本 

時間 場面 担当 コメント 

12:40 開場 （船山） 本日は，「芦屋市環境フェスタ」にお越しいただき，

誠にありがとうございます。 

１３時より始めさせていただきますが，本日は開場内

に入賞作品や環境団体さまのポスターなど展示して

おりますので，開会のお時間までにも，楽しんでいた

だけますと幸いです。 

それでは，開始のお時間まで，今しばらくお待ちくだ

さい。 

12:55 事前告知 （船山） ご来場の皆様にご案内申し上げます。 

間もなく，「芦屋市環境フェスタ」を始めさせていた

だきます。 

開演中は，進行の妨げとなりませんよう，携帯電話の

電源はお切りいただくか，マナーモードへの設定に御

協力をお願いいたします。 

お時間までもう少々お待ちください。 

13:00 開会 （船山） お待たせいたしました。 

ただいまより，「芦屋市環境フェスタ」を開催いたし

ます。本日はお越しいただき，誠にありがとうござい

ます。 

まず初めに，主催者を代表いたしまして，芦屋市環境

づくり推進会議の長井会長より，ご挨拶を申し上げま

す。 

13:02 あいさつ （長井） あいさつ（約３分） 

13:05 表彰式 （船山） ありがとうございます。 

それでは，子ども環境作文コンクール及び第26回「住

みよい芦屋をつくる」ポスター展の表彰式にうつらせ

ていただきます。 

作文コンクールは，芦屋市内に在住もしくは市内の学

校に通学する小学生を対象に， 

ポスター展は，芦屋市内の学校に通学する小学生と中

学生を対象に実施しました。 

多数のご応募の中から，作文コンクールにおいては

「最優秀賞」「優秀賞」「佳作」，ポスター展において



13:08 

13:13 

（長井） 

（佐藤） 

（長井） 

（船山） 

（船山） 

（船山） 

は「環境づくり推進会議賞」にみごと選ばれました 

２４名を表彰いたします。入賞されましたみなさま，

おめでとうございます。 

初めに，作文コンクールの表彰を行います。最優秀賞

に選ばれました， 

真野 愛理（マノ アイリ） さん 

に表彰状を授与し，作文を朗読していただきます。 

真野 愛理 さん  

前へお越しください。 

マイクの前へ 

賞状盆をもって前へ 

（賞状授与） 

「最優秀賞 真野 愛理 さま…（すべて読み上げ）」

（賞状を渡す）→（景品を渡す） 

おめでとうございます。 

続きまして，作文の朗読をお願いいたします。 

〈朗読 真野 愛理さん〉 

ありがとうございます。 

最優秀賞の真野 愛理（マノ アイリ）さんでした。

席へお戻りください。 

次に，優秀賞の表彰状授与を行います。名前を呼ばれ

た方から順に，前へお越しください。 

○ 住岡 あおい（スミオカ アオイ）さん 

○ 坪田 匠（ツボタ タクミ）さん 



13:16 

（入賞者）

（長井） 

（船山） 

（入賞者）

（船山） 

（船山） 

○ 真野 聖良（マノ セイラ）さん 

○ 安田 悠人（ヤスダ ユウト）さん 

（横一列に整列） 

住岡あおいさん 

前へお進みください。 

（長井会長の前へ移動） 

（賞状授与） 

「優秀賞 住岡 あおい さま…（すべて読み上げ）」

（賞状を渡す）→（景品を渡す） 

おめでとうございます。では，列へお戻りください。

（順に賞を受け取る） 

「○○ ○○さま，以下同文です。」 

おめでとうございます。以上４名，優秀賞のみなさん

でした。 

（拍手） 

では，席へお戻りください。 

次に，佳作の表彰状授与を行います。名前を呼ばれた

方から順に前へお越しください。 

また，佳作の表彰状授与は，代表１名の方におこない

ます。 

○ 池之上 優太（イケノウエ ユウタ）さん 

○ 五代 縁（ゴダイ ユカリ）さん 

○ 白水 果憐（シラミズ カレン）さん 

○ 瀨野 圓蔵（セノ エンゾウ）さん 



（入賞者）

（船山） 

（長井） 

（船山） 

（船山） 

○ 辻 京華（ツジ キョウカ）さん 

○ 寺本 空未（テラモト ソラミ）さん 

○ 藤森 高嶺（フジモリ タカネ）さん 

○ 真野 玲花（マノ レイカ）さん 

○ 望月 日和（モチヅキ ヒヨリ） 

○ 安永 大和（ヤスナガ ヤマト）さん 

○ 山部 七海（ヤマベ ナナミ）さん 

○ 若杉 菜央香（ワカスギ ナオカ）さん 

本日は，池之上 優太さまがご都合により，欠席され

ています。 

（横一列に整列） 

代表で，五代 縁さん前へお進みください。 

（賞状授与） 

「佳作 五代 縁 さま…（すべて読み上げ）」 

（賞状を渡す）→（景品を渡す） 

おめでとうございます。では，列へお戻りください。

以上１２名，佳作のみなさんでした。 

（拍手） 

では，席へお戻りください。代表の方以外の１１名の

皆様には，後ほど表彰状と記念品をお渡しいたします



13:20 

（入賞者）

（船山） 

（長井） 

（船山） 

ので，席でお待ちくださいますようお願いいたしま

す。 

続きまして，第２６回「住みよい芦屋をつくる」ポス

ター展において環境づくり推進会議賞を受賞された

方の表彰を行います。名前を呼ばれた方から順に前へ

お越し下さい。 

（小学生の部） 

○ 佐々木 晴（ササキ ハル）さん 

○ 高橋 朋花（タカハシ トモカ）さん 

○ 林 茉生（ハヤシ マオ）さん 

（中学生の部） 

○ 上田 康太郎（ウエダ コウタロウ）さん 

○ 風間 瑛二朗（カザマ エイジロウ）さん 

○ 高知 潤平（コウチ ジュンペイ）さん 

○ 村上 悠月（ムラカミ ユヅキ）さん 

（横一列に整列） 

佐々木晴さん 

前へお進みください。 

（長井会長の前へ移動） 

（賞状授与） 

「環境づくり推進会議賞 佐々木 晴 さま…（すべ

て読み上げ）」 

（賞状を渡す）→（景品を渡す） 

おめでとうございます。では，列へお戻りください。



（入賞者）

（船山） 

（船山） 

（池内） 

（船山） 

（順に賞を受け取る） 

「○○ ○○さま，以下同文です。」 

おめでとうございます。以上７名，環境づくり推進会

議賞のみなさんでした。 

（拍手） 

池内副会長より，講評をお願いいたします。 

講評 

以上をもちまして，「子ども環境作文コンクール」及

び第２６回「住みよい芦屋をつくる」ポスター展の表

彰式を終了させていただきます。入賞者のみなさま，

おめでとうございました。 

13:25 写真撮影 （船山） 

（委員） 

（船山） 

これより，入賞者のみなさまの記念撮影をおこないま

す。受賞者の方は，賞状を持って前へお越しください。

なお，佳作の方は表彰状と記念品を席へお持ちします

ので，しばらくお待ちください。 

（入賞者を誘導） 

ありがとうございました。それでは，席へお戻りくだ

さい。 

13:30 半田先生の

講演 

（船山） それでは，これよりご講演いただく半田孝先生のご紹

介をさせていただきます。半田先生は，大阪工業大学

の特任教授でいらっしゃいます。芦屋市においても，

年２回開催している「星空観察会」の講師をしていた

だいており，また，本日こちらの会を主催しておりま

す芦屋市環境づくり推進会議の委員も務めておられ，

広くご活躍されています。本日は，「楽しい自然観察」

と題しまして，今年の天文現象や，本日展示しており

ます化石などについてお話しいただきます。それで

は，よろしくお願いいたします。 



14:00 

15:30 

16:00 

17:00 

ワークショ

ップ 

閉会 

片付け 

完全撤退 

（半田） 

（船山） 

（委員） 

（船山） 

（船山） 

（全体） 

（船山） 

（委員） 

（全員） 

半田先生のお話し 

何か質問がある方はいらっしゃいますか？ 

（マイクを渡す） 

半田先生ありがとうございました。 

（拍手） 

これより，ワークショップを実施いたします。こちら

のスペースは半田先生によるワークショップ，会場後

半のブースは，芦屋市内で活動されている団体さんの

ワークショップがございます。ただいまのお時間よ

り，自由にワークショップや展示コーナーをご覧くだ

さい。 

なお，閉会の時刻は１５時３０分を予定しておりま

す。お時間になりましたら，アナウンスさせていただ

きます。 

（ワークショップ） 

みなさま，お楽しみいただいているところ失礼いたし

ます。１５時３０分となりましたので，ご案内いたし

ます。閉会後，片付け作業に入らせていただきますが，

会場は１６時まで空いております。ご質問等ある方

は，１６時までにお願いいたします。 

それでは，ただいまをもちまして，芦屋市環境フェス

タを閉会いたします。ご参加いただき，ありがとうご

ざいました。 

なお，受付でお渡ししておりますアンケートにご協力

をお願いいたします。 

（会場を片付け） 

（完全撤退） 




