
Cool Share

あなたの「クールシェア」をPRしてプレゼントをもらおう！

いわて夏ecoキャンペーン あなたはもう、

している かも

おうちのエアコンをOFFにして、外出先で涼しく過ごしているみなさん。
あなたは今、クールをシェアして地球温暖化対策を実践しています。
そう、クールシェアは、難しいことでも特別なことでもありません。

「あ、今シェアしてる」と気づくこと、意識することから始めませんか？

プレゼントが当たるかも？ 「涼しい」を分けあって
エネルギー使用量を減らそう

中面へ裏面へ
クールシェアとは？いわて夏ecoキャンペーン

どこでシェアする??

COOL SHARE
2019

カフェで
スポーツ・
アウトドアでショッピングで 公共施設で

岩手県地球温暖化防止活動推進センター
盛岡市盛岡駅西通1-7-1 アイーナ5階

お問合せ先 TEL:019-606-1752　FAX:019-606-1753 
E-mail:ecochalle@aiina.jp

主催:温暖化防止いわて県民会議／岩手県／岩手県地球温暖化防止活動推進センター
※この事業は、岩手県企業局「環境保全・クリーンエネルギー導入促進積立金」を活用し、実施しています。

注意事項●応募は岩手県在住の方に限ります。また、賞品のお届けは岩手県内のみとなります。●当選権利の第三者への譲渡及び換金はできません。●当事務局は、虚偽の事実または他人の個
人情報の使用等、不正行為については一切の責任を負いません。●投稿していただいた情報及び画像等は、キャンペーン専用サイトや事務局 SNS、印刷物等で使用させていただく場合があります。
●アカウントを非公開にしている場合は抽選対象となりません。●応募いただいた写真に写っている方を含め、本キャンペーンの応募要項への同意を得た上でご応募ください。●アカウント作成にあ
たってはご自身で各 SNS の利用規 約等をご確認ください。●記載いただいた氏名、住所等の個人情報は、本キャンぺーン賞品の発送にのみ使用いたします。●賞品に当選された方には、11月頃に
ツイッター上のダイレクトメッセージまたはインスタグラム上のダイレクト投稿等でお知らせします。●賞品の発送は11月～12月頃を予定しています。

日頃の省エネ行動によるCO2削減量を確認できる
「家庭のエコチェック」に参加すると「いわてのいいもの」が当たる!

「参加者プレゼントキャンペーン・夏」開催中
こちらにもぜひ応募を！

●小岩井農場 まきば園 年間パスポート
●兼平製麺所 純米めんギフトセット（3箱入り）
●ミクニ ちょこっとオアシス（エコ加湿器）詳しくはウェブサイトで確認を！

http://www.aiina.jp/environment/co2-diet/present.html

「#いわてクールシェア」
をつけて

写真を撮り、
「どこで」「どんな」
クールシェアをしているか
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2

「どこで」「どんな」
クールシェアを
しているか

必要事項

1

2
住所／氏名／
ニックネーム／連絡先

①SNSで参加

②ハガキ・メールで参加

応募
方法
あなたが実践している
「クールシェア」を投稿!（岩手県限定）

いわて夏ECOキャンペーン

キャンペーン
専用サイトは
こちら!
▼

http://www.iwate-eco.jp/join/iwateshare.html

自然に囲まれた「●●カフェ」で
アイスをたべながらのんびり!
#いわてクールシェア

iwate_co2diet

Twitter Instagram

へ投稿!

を記入し応募!

or

※イメージです。

応募した方から、
抽選で30名様に
応募した方から、
抽選で30名様に

プレゼント！プレゼント！

オリジナル
手ぬぐい
オリジナル
手ぬぐい

ecochalle@aiina.jp

〒020-0045
盛岡市盛岡駅西通1-7-1アイーナ5階
岩手県地球温暖化防止活動推進センター

ハガキから

メールから

「いわて夏ECOキャンペーン」係

宛
　
　
先

キャンペーン期間 2019年7月1日月～9月30日月



クールシェアって？

何をしたらいいの？

夏の日中（14時頃）の消費電力
全世帯平均

出所:資源エネルギー庁「家庭の節電対策メニュー」
（ご家庭の皆様）（平成25年4月）より作成
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6%テレビ ◆アネックスカワトク
◆パルク アベニュー・カワトク
◆盛岡駅ビル フェザン
◆イオンモール盛岡
◆イオンモール盛岡南
◆クロステラス盛岡
◆マックスバリュ盛岡津志田店
◆産直大宮市場（ゆいネット盛南）
◆菅原靴店
◆一ノ倉邸
◆内丸緑地
◆南昌荘
◆もりおか啄木・賢治青春館
◆岩手県立図書館
◆渋民図書館
◆都南図書館
◆盛岡市立図書館
◆岩手県立博物館
◆岩手県立美術館
◆遺跡の学び館
◆盛岡劇場・河南公民館
◆もりおか歴史文化館
◆志波城古代公園 案内所
◆西部公民館
◆中央公民館 ※休館中

◆盛岡市役所 市民ホール
◆盛岡地区合同庁舎 県民ホール
◆いわて県民情報交流センターアイーナ
◆一般財団法人岩手教育会館
◆プラザおでって
◆もりおか町家物語館

いわてクールシェアスポット一覧

http://www.iwate-eco.jp/join/iwate-coolshare.html

※「いわてクール シェアスポット」は、随時更新しています。
　最新のスポット情報は専用サイトからご覧ください。

盛岡市

◆岩手県千貫石森林公園
◆ホテルみどりの郷 みちのく城址温泉

金ケ崎町
◆サン・リア
　（協同組合南三陸ショッピングセンター）

◆碁石海岸インフォメーションセンター
◆大船渡市立博物館
◆大船渡地区合同庁舎 県民ホール

大船渡市
沿岸広域

◆久慈市立図書館
◆久慈市文化会館 アンバーホール
◆久慈地区合同庁舎 県民ホール
◆平庭山荘 しらかばの湯

久慈市

◆二戸広域観光物産センター
◆二戸市立図書館
◆浄法寺カシオペアセンター
◆カシオペアメッセ なにゃーと
◆二戸地区合同庁舎 県民ホール
◆折爪岳自然公園センター

二戸市

◆軽米町立図書館

軽米町

◆街の駅 まさざね館

九戸村

◆イコオショッピングセンター
◆岩手県立児童館 いわて子どもの森
◆一戸町立図書館／
　一戸町コミュニティセンター
◆一戸町観光天文台
◆奥中山高原センターハウス
◆奥中山高原温泉「朝朱の湯」
◆来田保養センター

一戸町

◆コープＡterui（アテルイ）
◆マックスバリュ江刺店
◆奥州市伝統産業会館
◆奥州市立水沢図書館
◆奥州宇宙遊学館
◆奥州地区合同庁舎 県民ホール

奥州市

◆コープ花巻あうる
◆マックスバリュ石鳥谷店
◆マックスバリュ花巻店
◆宮沢賢治童話村
◆花巻市立石鳥谷図書館
◆花巻市博物館
◆岩手県立花巻広域公園
◆ホテル紅葉館
◆ホテル千秋閣
◆ホテル花巻

花巻市

◆遠野まちなか・ドキ・土器館
◆遠野市立図書館
◆遠野市民センター

遠野市

◆マリンコープＤＯＲＡ（ドラ）
◆浄土ヶ浜ビジターセンター
◆げんべえ小屋（宮古市源兵衛平高原内）

◆たろう潮里ステーション
◆宮古市北上山地民俗資料館
◆岩手県立水産科学館
◆崎山貝塚縄文の森ミュージアム
◆区界高原ウォーキングセンター
◆和井内ふるさと会館
◆宮古市水道公園
◆グリーンピア三陸みやこ
◆リバーパークにいさと

宮古市

◆船越家族旅行村
◆道の駅やまだ
◆山田町ふれあいセンター「はぴね」

山田町
◆江釣子ショッピングセンター・パル
◆マックスバリュ北上店
◆北上市立江釣子図書館
◆北上市立中央図書館
◆北上市立和賀図書館
◆日本現代詩歌文学館
◆岩手県立農業ふれあい公園

北上市
◆コープ一関ＣＯＬＺＡ（コルザ）
◆石と賢治のミュージアム
◆一関市立一関図書館
◆一関市立大東図書館
◆一関市立藤沢図書館
◆なのはなプラザ

一関市

◆平泉文化遺産センター

平泉町

◆アバッセタカタ専門店街
◆陸前高田市コミュニティホール

陸前高田市

◆住民交流拠点施設 まちや世田米駅

住田町

◆龍泉洞

岩泉町

◆イオンタウン釜石
　イオンスーパーセンター釜石店
◆釜石市立図書館
◆釜石情報交流センター

釜石市

◆マックスバリュ矢巾店
◆やはぱーく（矢巾町活動交流センター）

◆矢巾町公民館

矢巾町

◆道の駅雫石あねっこ
◆網張ビジターセンター
◆小岩井農場
◆雫石町立図書館
◆まちおこしセンターしずく×CAN
◆岩手県営屋内温水プール ホットスイム
◆手作りアイスと軽食の店 まんま
◆休暇村岩手網張温泉
◆岩手県立御所湖広域公園

雫石町

◆くずまき高原牧場
◆平庭高原体験学習館 森のこだま館

葛巻町

◆岩手町立図書館
◆岩手町立 石神の丘美術館

岩手町

◆Belf（ベルフ）八幡平
◆マックスバリュ西根店
◆岩手山焼走り国際交流村
◆八幡平市立図書館
◆八幡平市博物館
◆岩手県県民の森

八幡平市

◆環境学習交流センター
◆ふれあいランド岩手
◆岩手県勤労身体障がい者育館パラリーナ
◆盛岡市余熱利用健康増進センターゆぴあす
◆岩手県営運動公園
◆盛岡市立太田テニスコート
◆盛岡体育館
◆みちのくコカ・コーラボトリングリンク
◆エピスリーシトロン
◆喫茶 GEN・KI
◆珈琲 BAL
◆SoRa cafe（ソラカフェ）
◆time&space愛宕下
◆猫カフェもりねこ
◆八満食堂コレウジツ
◆プランタンブラン
◆よんずど亭
◆ワッフルエムズ
◆都南文化会館（キャラホール）

◆Belf（ベルフ）牧野林
◆滝沢市立湖山図書館
◆岩手県立大学メディアセンター
◆ビッグルーフ滝沢
◆岩手県滝沢森林公園／
　野鳥観察の森ネイチャーセンター
◆馬っこパーク・いわて

滝沢市

◆紫波町図書館
◆紫波町情報交流館
◆野村胡堂・あらえびす記念館
◆ラ・フンス温泉館／ホテルゆらら

紫波町

県南広域

県北広域県　　央

おうちで
使用するエアコンの台数
を減らして、家族みんな
がひとつの部屋に集まり
団らんを。

まちで
公共施設やショッピング
センター、カフェなどの涼
しい場所にでかけ、楽し
い時間を過ごす。

岩手県内では、ショッピングセンターや街なかのカフェ、図書館や
美術館といった公共施設など160箇所以上が、クールシェアを応援
する「クールシェアスポット」に登録されています。暑さを忘れて過ご
せる場所に出かけて、楽しみながらクールシェアに取り組みませんか。

エアコンを一人ひとりが使うのではなく、
みんなで涼を分かち合う＜シェアする＞のが、
「クールシェア」です。
東日本大震災津波後の計画停電を回避する
ために始まり、今では電力使用量を抑えること
でCO2排出量を減らす地球温暖化対策として
全国に広がっています。

いわてクールシェアスポット

ご近所で
自宅のエアコンを止め、
ご近所のおうちに集まっ
て、たのしいおしゃべり
タイム。

自然で
木陰や水辺など、自然の
中にある心地がいい場
所で、ゆったりとした時間
を過ごす。

増えています「シェアスポット」

「いわてクールシェアスポット」一覧

熱中症対策
は

しっかり!


