
 

 地球温暖化の原因である「温室効果ガス」の中で、私たちの生活に一番身近なものは、 

「二酸化炭素（ＣＯ２）」です。これは、電気を使っても、ガスを使っても、灯油を使っても、

ガソリンを使っても排出されています。 

一人ひとりが取り組む省エネ・節電の効果はわずかかもしれませんが、その取り組みが 

市全体に広がって全世帯が取り組めば、それは大きな効果となります。 

 今年の夏も、地球とからだとおサイフにやさしい省エネ・節電にチャレンジしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    夏！夏！夏！夏！    

キャンペーン１キャンペーン１キャンペーン１キャンペーン１    

クールビズに取り組みましょうクールビズに取り組みましょうクールビズに取り組みましょうクールビズに取り組みましょう 

 
 

冷房時の室温２８℃で快適に過ごすライフスタイル

のことを「クールビズ」と言います。  

ノーネクタイやノー上着にしたり、涼しい素材やデザ

インの服装で過ごしましょう。 

キャンペーン２キャンペーン２キャンペーン２キャンペーン２    

クールシェアスポットを利用しましょうクールシェアスポットを利用しましょうクールシェアスポットを利用しましょうクールシェアスポットを利用しましょう 

 夏の暑い日に家庭で使っている電気の半分以上は、エアコンの使用によるもの

ってご存知ですか？ 

 家、ご近所、まち、涼しい自然など、１つの場所に集まって、冷房をシェア（分

かちあう）する「クールシェアやまぐち」を実施します。これは、無理のない節

電・省エネを実践する、地球とからだとおサイフにやさしい取り組みです。また、

まちの賑わいを創出するきっかけになるものでもあります。 

 

実施期間：平成 27 年 7 月 1 日(水)～9 月 30 日(水) 

シェアスポット：市内の公共施設（図書館等）や事業所等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポットをご紹介します♪をご紹介します♪をご紹介します♪をご紹介します♪ 

クールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポットの目印はこれです！の目印はこれです！の目印はこれです！の目印はこれです！ 

 

●店舗等（あいうえお順） 

・OliveOil&Cafe CHIACCHIERA（ｷｱｯｹﾗ）(山口市中央１丁目６番１１号) 

・ザ・ビッグ大内店(山口市大内長野 581 番地) 

・サンパークあじす(山口市阿知須 4825 番地 1) 

・フジグラン山口(山口市黒川 3736 番地) 

・ミスターマックス山口店(山口市黒川 82 番地 1) 

・山口井筒屋(山口市中市町 3 番 3 号) 

・ゆめタウン山口(山口市大内御堀 1302 番地 1) 

 

●公共施設 

 ・山口県立大学 地域交流スペース「Ｙｕｃｃａ」(山口市桜畠 6 丁目 7 番 15 号) 

 ・大殿・白石・小鯖・大内・宮野・吉敷・平川・大歳・陶・鋳銭司・名田島・ 

二島・嘉川・佐山・阿知須地域交流センター、島地分館、八坂分館、 

陶ふれあいセンター、山口南総合センター、市立図書館、ＹＣＡＭ、 

リサイクルプラザ 

※それぞれの店舗等により、利用可能スペースや利用可能時間等が異なりますの

で、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。 

           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン３３３３    

緑のカーテンを育てましょう緑のカーテンを育てましょう緑のカーテンを育てましょう緑のカーテンを育てましょう 

第６回（平成２７年度）山口市緑のカーテンコンテスト第６回（平成２７年度）山口市緑のカーテンコンテスト第６回（平成２７年度）山口市緑のカーテンコンテスト第６回（平成２７年度）山口市緑のカーテンコンテスト    

 
＜募集内容＞ 

募集対象：市内の家庭、事業所及び学校で、「緑のカーテン」を設置された個人、事業所、 

団体、学校等 

募集部門：家庭部門、事業所部門、学校部門 

募集〆切：平成２７年８月３１日（月） 

表  彰：各部門の入賞作品は、「第 16 回やまぐちエコパークまつり」（10 月開催予定）で 

表彰（副賞を進呈） 

応募方法：市ウェブサイトや各総合支所、各地域交流センターに設置の応募用紙に必要事項を

記入の上、写真を添付して、山口市環境政策課にメール、郵送、持参もしくは 

各地域交流センターへ持参により提出してください。 

応募写真の規定： 

○電子データ又はカラープリントで、平成 27 年７月 1 日～8 月 31 日までに撮影

したものです。（３枚まで） 

○電子データはメール又は CD-R により応募してください。 

（画像データは JPG 形式とします） 

○カラープリントで応募の場合は、裏面に応募者の名前（事業所・団体は名称）を記

入してください。 

○応募写真のうち１枚は、全体の様子（カーテンと建物等の位置関係）が分かるもの

としてください。  

○全体写真のほかに、花や実を撮影した写真や、可能であれば部屋の中から撮影した 

写真など、省エネ効果（涼しさ）が伝わるような写真をお願いします。 

問い合わせ先 

市環境政策課 〒753-0214 山口市大内御堀４９６番地 

TEL083-941-2181 FAX083-927-1530 

Ｅメール kankyo@city.yamaguchi.lg.jp 

 ゴーヤやアサガオなどのツル性の植物を使った「緑のカー

テン」は、見た目にも涼しく、夏の日差しを遮るだけではな

く、室温が３℃くらい下がるといわれています。電気代の節

約にもなり、地球温暖化の防止にもつながります。 

 

自慢の緑のカーテンを育てて、「第６回（平成２７年度）

緑のカーテンコンテスト」に応募しましょう。 
昨年度の家庭部門最優秀賞 

新谷研志さん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン５５５５    

エコドライブを実践しましょうエコドライブを実践しましょうエコドライブを実践しましょうエコドライブを実践しましょう 

自動車から出る排気ガスには、地球温暖化の原因と言われている温室効果ガスの 

二酸化炭素が含まれています。 

各自動車メーカーから発売される低燃費車（エコカー）に買い替えることも１つの 

方法ですが、まずは、エコドライブを実践して、燃費１０％向上を目指してみましょう。 

 

●エコドライブ１０のすすめ 

            ①ふんわりアクセル「ｅ－スタート」を心がけよう 

             ②  

            ③減速時は早めにアクセルを離そう 

              ④エアコンの適切な使用を心がけよう 

              ⑤ムダなアイドリングはやめよう 

              ⑥渋滞を避け、余裕をもって出発しよう 

  ⑦タイヤの空気圧から始める点検・整備をしよう 

              ⑧不要な荷物はおろそう 

              ⑨走行の妨げとなる駐車はやめよう 

⑩自分の燃費を把握しよう 

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン４４４４    

ライトダウンキャンペーンに参加しましょうライトダウンキャンペーンに参加しましょうライトダウンキャンペーンに参加しましょうライトダウンキャンペーンに参加しましょう 

県内一斉に、不要な照明の消灯に取り組みます。御協力をお願いします。 

 

 期   間：６月２２日（月）～７月７日（火） 夜８時～１０時 

 重点取組日：６月２２日（月・夏至）、７月７日（火・クールアースデー） 

 取 組 内 容：家庭・・・家族が１つの部屋に集まり、他の部屋を消灯 

        事業所・・夜間の屋外照明施設（ライトアップ施設等）の消灯、 

             室内の不要な照明の消灯、 

従業員への職場や家庭での不要な照明の 

消灯の呼びかけ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン６６６６    

エコワット・エコナビでエコワット・エコナビでエコワット・エコナビでエコワット・エコナビで    

電気使用量を測ってみましょう電気使用量を測ってみましょう電気使用量を測ってみましょう電気使用量を測ってみましょう 

電気使用量を二酸化炭素排出量などに換算し、省エネ達成度を表示する機器「省エ

ネナビ」や、コンセントにつなぐだけの簡易型電力量表示器「エコワット」を貸し出

します。 

 

 期  間：７月～１２月（随時） 

      ※測定データ・アンケートの提出を御協力ください。 

 申込方法：電話、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれかの方法で環境政策課へ。 

申し込み・問い合わせ先 

市環境政策課 〒753-0214 山口市大内御堀４９６番地 

TEL083-941-2181 FAX083-927-1530 

Ｅメール kankyo@city.yamaguchi.lg.jp 

環境講演会を開催します環境講演会を開催します環境講演会を開催します環境講演会を開催します    

 
「チャレンジエコライフやまぐち２０１５夏！キャンペーン」の基調講演会を開催します。 

夏の暑い午後のひととき、松本氏のお話を聞きながら、涼しく過ごしませんか？ 

 

演演演演        題：地球温暖化を防ぐ！省エネ・節電の最新動向と私たちができること題：地球温暖化を防ぐ！省エネ・節電の最新動向と私たちができること題：地球温暖化を防ぐ！省エネ・節電の最新動向と私たちができること題：地球温暖化を防ぐ！省エネ・節電の最新動向と私たちができること    

講講講講        師：松本師：松本師：松本師：松本    真由美（まつもと真由美（まつもと真由美（まつもと真由美（まつもと    まゆみ）氏まゆみ）氏まゆみ）氏まゆみ）氏    

     （東京大学 教養学部 付属教養教育高度化機構 

環境エネルギー科学特別部門 客員准教授） 

 日  時：平成２７年７月９日（木） １３時３０分～１５時 

 場  所：山口市民会館 小ホール（山口市中央二丁目５番１号） 

 定  員：１００名（先着順。定員に満たない場合は当日受付可） 

 参 加 費：無料 

 申込方法：７月２日（木）までに、電話、ファックス、Ｅメールのいずれかで、 

      参加者の名前・連絡先の電話番号を市環境政策課へお伝えください。 

 共  催：山口市地球温暖化対策地域協議会(温暖化とめるっちゃネットワークやまぐち) 
  

※この講演会は、時事通信社・中国地域エネルギーフォーラムの支援を受けています。 

※当日 11 時からは、エントランスホール（小ホール隣）をクールシェアスポット（冷房を

分かちあう場所）として御利用いただけます。 



 

 



「チャレンジエコライフやまぐち２０１５」キャンペーン実施要領 
 

 

１ 目的 

  地球温暖化対策に係る諸施策の実施にあたり、新たに、「チャレンジエコライフやまぐ

ち２０１５」キャンペーンとして各種事業を戦略的・体系的に展開し、年間を通じて広

く周知することにより、市民・事業者等に対して地球温暖化防止に関する理解、実践を

促すとともに、環境保全に係るさらなる機運の醸成を図ろうとするもの。 

 

２ 実施内容 

  地球温暖化対策事業のうち、市民啓発に係るものをキャンペーンとして総合的に展開

するものとする。対象とする事業は以下のとおり。 

 

① エコドライブ（通年） 

やさしい発進を心がけたり、無駄なアイドリングを止める等をして燃料の節約に努め、

地球温暖化に大きな影響を与える二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量を減らす運転、環境

に配慮した自動車の使用の普及・啓発に取組む。 

 

② クールビズ、ウォームビズ（クールビズ：5月-10 月（予定）、ウォームビズ：11月-3 月（予定）） 

夏季の軽装、冬の服装の推進について、市民・事業者等へ取組みを広げることにより、

空調設備等に係るエネルギー使用量の削減に取り組む。 

 

③ 緑のカーテン（5月-9 月） 

緑のカーテンコンテスト（「温暖化とめるっちゃネットワークやまぐち」と共催）を

実施するとともに、市有施設での継続した取組みを進める。 

 

④ クールシェア、ウォームシェア（クールシェア：7 月-9 月、ウォームシェア：12 月-3 月） 

市内公共施設や事業所をクール（ウォーム）シェアスポットとして募集・登録し、ひ

とつの場所に集まり、冷房（暖房）をシェアする取組みを進めることにより、家庭内

の省エネ・節電による電力のピークカット及び人と人との交流による賑わいの創出を

図る。 

 

⑤ ライトダウンキャンペーン（前期：6月下旬-7 月上旬、後期：12 月） 

CO２削減県民運動のライトダウンキャンペーンに合わせて期間を設定し、夜間の屋外

照明施設や家庭での不要な電気の消灯の呼びかけを行う。 

 

 



⑥ 環境川柳コンテスト（11 月中旬-1 月） 

市民を対象に環境川柳コンテストを開催し、環境問題をより身近に感じ、考える機会

の創出を図る。 

 

⑦ エコワット・エコナビの貸し出し（通年） 

家庭等での使用電力量、CO2 排出量を可視化する機材を貸し出し、活用を進めること

で、市民の節電意識の向上、環境学習の推進を図る。 

 

３ キャンペーン期間 

  平成２７年５月１日～平成２８年３月３１日 

  ※２に掲げる事業毎に設定 

 

４ 周知方法等 

  市報 

  市ウェブサイト 

  ポスター・のぼり（公共施設・民間施設） 

  各種イベントでの啓発 

  報道への情報提供 



クールクールクールクール＆＆＆＆ウォームシェアウォームシェアウォームシェアウォームシェア推進推進推進推進事業事業事業事業へのへのへのへの協力協力協力協力についてについてについてについて    山口市環境政策課                                                

        

    

 一つの場所（おうち、ご近所、まち、自然）に集まり、冷房（暖房）をシェアする 

ことにより、地球温暖化防止に寄与する省エネ、節電につなげるとともに、人と人の 

出会いや、まちの賑わいを創出することを目的とし実施するものです。 

 

   

    

    

  環境省が取り組んでいる「クールシェア」「ウォームシェア」（環境省のシェアマッ 

 プに市の施設は市立図書館のみ登録中）について、市としても「やまぐちクールシェ 

ア」「やまぐちウォームシェア」として取組みます。公共施設や公募した店舗等をスポ 

ットとして公表し、「クールシェア」「ウォームシェア」の概念を広くＰＲ、実施する 

ことで、市民のスポットの利用及び家庭内での取り組みを促します。 

  

    

    ◆◆◆◆クールシェアについてクールシェアについてクールシェアについてクールシェアについて    ～    ４つのクールシェアについてＰＲしていきます。 

 

     

 

 

 

 

        

 

      

    

    

    

    

事業事業事業事業のののの目的目的目的目的 

事業事業事業事業のののの概要概要概要概要 

※ウォームシェアについては「自然」を除いた３つが対象。 



    ◆◆◆◆まちでまちでまちでまちでクールクールクールクール＆＆＆＆ウォームシェアウォームシェアウォームシェアウォームシェア実施実施実施実施までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ    

        

    

    

    

    

 

 

    

    

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

スポットとして御協力いただける事業所には、該当スペース等にポスター、ステッカー

などで表示をいただき、利用いただきやすい環境づくりをお願いいたします。 

【御協力いただきたい内容】 

① 冷暖房のある共有スペースの開放（休憩スペースなど） 

② ポスターやステッカー等の掲示 

※実施時間は対象施設の冷暖房時間を想定。（おおむね 13 時～17 時） 

※次年度以降のシェアスポットの登録については、既に申込の施設は自動継続とさせて 

いただきます。また、申込内容に変更があった場合には、お手数ですが、その都度お 

知らせください。 

 

 

 

 

 

   

 

＊表示及び表示イメージ 

 

 

12 月１日～2月 28（29）日  

ウォームシェアの実施 
※チャレンジエコライフやまぐち 2015 
キャンペーン 

11 月 ウォームシェアスポットの公表 

広報：市報 11月 15 日号、市ｳｪﾌﾞｻｲﾄ 

 

7 月１日～9 月 30 日 

クールシェアの実施 
※チャレンジエコライフやまぐち 2015 
キャンペーン 

6 月  クールシェアスポットの公表 

広報：市報 6月 15 日号、市ｳｪﾌﾞｻｲﾄ 

   市から協力施設へスポット表示のため

のポスター等物品をお渡しします。 

4 月～5 月 15 日 

協力施設の募集（企業、団体） 

募集締切募集締切募集締切募集締切：：：：平成平成平成平成 27272727 年年年年 5555 月月月月 15151515 日日日日（（（（金金金金））））    

→スポットの確認・登録 

ス
テ
ッ
プ
１

 

ス
テ
ッ
プ
２

 

ス
テ
ッ
プ
３

 

【お問い合わせ先】 

山口市環境部環境政策課 

新エネルギー・温暖化対策担当 

電話：083-941-2181/FAX：083-927-1530 

e-mail：kankyo@city.yamaguchi.lg.jp 



　OliveOil&Café CHIACCHIERA（ｷｱｯｹﾗ） 店内 11：00-17：30
水曜日

（臨時休業の有無：未定）

「エアコンを消してきました」の合言
葉でアイスコーヒー￥380が￥250円に
なります。

753-0074 山口市中央１丁目６番１１号 083-920-8335

　ザ・ビッグ大内店 店内休憩コーナー 8：00-21：00 なし
冷房が効いた店内でゆっくりお過ごし
ください。

753-0211 山口市大内長野581番地 083-927-8190

　サンパークあじす 全館（１，２階の休憩ｽﾍﾟｰｽなど） 10：00-20：00 なし 館内全体にベンチを増設いたします。 754-1277 山口市阿知須4825番地1 0836-65-0001

　フジグラン山口
店内（ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ、食品館、生活館入
口横ｽﾍﾟｰｽ等）

9：30-20：00 なし 館内にベンチを設置します。 753-0851 山口市黒川3736番地 083-995-0611

　ミスターマックス山口店 店内 10：00-21：00 なし
冷房が効いた店内でゆっくりお過ごし
ください。

753-0851 山口市黒川82番地1 083-921-8300

　山口井筒屋 店内各休憩スペース
平日/10:00-18：30

土日祝/10：00-19：00
クールシェア実施期間中はな

し
店内各所に休憩スペースを増設いたし
ます。

753-0086 山口市中市町3番3号 083-902-1111

　ゆめタウン山口 １階、２階各休憩スペース 9：30-21：00 なし
冷房が効いた店内でゆっくりお過ごし
ください。

753-0214 山口市大内御堀1302番地1 083-928-9500

　山口県立大学　地域交流スペース
　「Ｙｕｃｃａ」

施設内

※※※※シェアシェアシェアシェア可能期間可能期間可能期間可能期間
8月1日8月1日8月1日8月1日～8～8～8～8月31日月31日月31日月31日
10：00-15：00

期間中の開放日は週に３日程
度。詳細は６月中旬に決定。

土日祝

おもちゃ、ベビーベッドがありますの
で、お子様も一緒にご利用いただけま
す。また、電子レンジや冷蔵庫、食器
等も使用でき、持込で飲食も可能で
す。

753-0021 山口市桜畠6丁目7番15号 083-934-8011

　大殿地域交流センター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

クールスポット（図書室）を御利用の
際は、職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

753-0093 山口市大殿大路120番地4 083-924-5592

　白石地域交流センター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

クールスポット（図書室）を御利用の
際は、職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

753-0046 山口市本町一丁目1番25号 083-922-0381

　小鯖地域交流センター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

クールスポット（図書室）を御利用の
際は、職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

753-0212 山口市下小鯖2519番地 083-927-0021

　大内地域交流センター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

クールスポット（図書室）を御利用の
際は、職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

753-0221 山口市大内矢田北一丁目10番11号 083-927-0473

郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号 所在地所在地所在地所在地 TELTELTELTEL

１１１１．．．．民間施設(民間施設(民間施設(民間施設(あいうえおあいうえおあいうえおあいうえお順順順順））））

２２２２．．．．公共施設公共施設公共施設公共施設

■■■■平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度：：：：クールシェアやまぐちクールシェアやまぐちクールシェアやまぐちクールシェアやまぐち　　　　スポットスポットスポットスポット一覧一覧一覧一覧

名称名称名称名称 クールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポット シェアシェアシェアシェア可能時間可能時間可能時間可能時間 休業日休業日休業日休業日 備考備考備考備考

○○○○シェアシェアシェアシェア実施期間実施期間実施期間実施期間：：：：平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年７７７７月月月月１１１１日日日日（（（（水水水水）～）～）～）～９９９９月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（水水水水））））※※※※個別個別個別個別にににに「「「「シェアシェアシェアシェア実施期間実施期間実施期間実施期間」」」」をををを設定設定設定設定されているされているされているされている施設施設施設施設をををを除除除除きますきますきますきます。。。。



　宮野地域交流センター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

クールスポット（図書室）を御利用の
際は、職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

753-0011 山口市宮野下3054番地 083-928-0250

　吉敷地域交流センター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

クールスポット（図書室）を御利用の
際は、職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

753-0816 山口市吉敷佐畑一丁目4番1号 083-922-3915

　平川地域交流センター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

クールスポット（図書室）を御利用の
際は、職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

753-0831 山口市平井1665番地 083-922-4235

　大歳地域交流センター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

クールスポット（図書室）を御利用の
際は、職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

753-0861 山口市矢原1407番地5 083-922-4035

　陶地域交流センター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

クールスポット（図書室）を御利用の
際は、職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

754-0891 山口市陶2595番地 083-972-1318

　鋳銭司地域交流センター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

クールスポット（図書室）を御利用の
際は、職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます

747-1221 山口市鋳銭司5435番地1 083-986-2360

　名田島地域交流センター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

クールスポット（図書室）を御利用の
際は、職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます

754-0892 山口市名田島1218番地1 083-972-6720

　二島地域交流センター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

クールスポット（図書室）を御利用の
際は、職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます

754-0893 山口市秋穂二島5990番地 083-987-2059

　嘉川地域交流センター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

クールスポット（図書室）を御利用の
際は、職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます

754-0897 山口市嘉川4651番地1 083-989-2018

　佐山地域交流センター 図書室 8：30-17：15　 土日祝

クールスポット（図書室）を御利用の
際は、職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます

754-0894 山口市佐山2726番地1 083-989-3525

　阿知須地域交流センター 学習室 8：30-17：15　 土日祝

クールスポット（学習室）を御利用の
際は、職員にお声かけください。
学習室利用者の迷惑にならぬよう御配
慮いただきますようお願いいたしま
す。

754-1277 山口市阿知須2743番地 0836-65-2022

　徳地地域交流センター島地分館 図書室 8：30-17：15　 土日祝

クールスポット（図書室）を御利用の
際は、職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

747-0522 山口市徳地島地96番地2 0835-54-0001

２２２２．．．．公共施設公共施設公共施設公共施設

名称名称名称名称 クールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポット シェアシェアシェアシェア可能時間可能時間可能時間可能時間 休業日休業日休業日休業日 備考備考備考備考 郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号 所在地所在地所在地所在地 TELTELTELTEL



　徳地地域交流センター八坂分館 図書室 8：30-17：15　 土日祝

クールスポット（図書室）を御利用の
際は、職員にお声かけください。
他の図書館利用者の迷惑にならぬよう
御配慮いただきますようお願いいたし
ます。

747-0344 山口市徳地八坂975番地 0835-56-0301

　陶ふれあいセンター（山口市陶隣保館） 来館時に利用されていない部屋 8：30-17：15 土日祝
クールスポットを御利用の際は、職員
にお声かけください。

754-0891 山口市陶4713番地1 083-972-6170

　山口南総合センター エントランスホール 12：00-17：00
月曜日

（祝日の場合は翌平日）

椅子とテーブル、自動販売機を設置し
ており、Wi-fiも利用いただけます。
不定期で喫茶コーナーですが、うどん
などの販売もございます。

754-0892 山口市名田島1218番地1 083-972-8333

　山口市立中央図書館 館内
平日　10:00-19:00
土日祝10:00-17:00

火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日）、
図書整理日、
特別整理期間

スポットの御利用にあたりましては、
他の図書館利用者の迷惑にならぬよ
う、御配慮いただきますようお願いい
たします。

753-0075 山口県山口市中園町7番7号 083-901-1040

　山口市立小郡図書館 館内
平日　10:00-19:00
土日　10:00-17:00

火曜日、祝日、
図書整理日、特別整理期間

スポットの御利用にあたりましては、
他の図書館利用者の迷惑にならぬよ
う、御配慮いただきますようお願いい
たします。

754-0002 山口市小郡下郷609番地1 083-973-0098

　山口市立阿知須図書館 館内
　　平日　10:00-18:00
　　土日 　9:00-17:00

月曜日、祝日、
図書整理日、特別整理期間

スポットの御利用にあたりましては、
他の図書館利用者の迷惑にならぬよ
う、御配慮いただきますようお願いい
たします。

754-1292 山口県山口市阿知須2737番地1 0836-66-0001

　山口市立徳地図書館 館内
    平日　10:00-18:00
    土日　 9:00-17:00

月曜日、祝日、
図書整理日、特別整理期間

スポットの御利用にあたりましては、
他の図書館利用者の迷惑にならぬよ
う、御配慮いただきますようお願いい
たします。

747-0231 山口市徳地堀1527番地3 0835-52-0043

　山口市立阿東図書館 館内
平日 10:00-18:00
土日　9:00-17:00

月曜日、祝日、
図書整理日、特別整理期間

スポットの御利用にあたりましては、
他の図書館利用者の迷惑にならぬよ
う、御配慮いただきますようお願いい
たします。

759-1512 山口市阿東徳佐中3425番地1 083-956-0785

　山口市立秋穂図書館 館内
    平日　10:00-18:00
    土日　 9:00-17:00

月曜日、祝日、
図書整理日、特別整理期間

スポットの御利用にあたりましては、
他の図書館利用者の迷惑にならぬよ
う、御配慮いただきますようお願いい
たします。

754-1101 山口県山口市秋穂東6823番地1 083-984-0065

　山口情報芸術センター[YCAM] 館内   10:00〜20:00
（イベント開催時は22：00閉館）

火曜日（祝日の場合翌日）

施設中央に広がるホワイエや中庭等で
ゆっくりとお過ごしください。7月18
日から9月27日まで体験型の展覧会
「THINK THINGS-「もの」と「あそ
び」の生態系」を開催中です。是非ご
参加ください。

753-0075 山口市中園町7番7号 083-901-2222

　山口市リサイクルプラザ 館内 9:00-17:00

  月曜日
　祝日の翌日
（祝日の翌日が日曜日、祝日
にあたる場合は開館します）

山口市リサイクルプラザは、みんなで
つくる「循環型都市やまぐち」をめざ
して、市民と企業と行政が互いに連携
しながら、誰もがいつでも気軽に参加
し、行動をおこしていく広場です。

753-0214 山口市大内御堀４８９番８ 083-927-7122

備考備考備考備考 郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号 所在地所在地所在地所在地 TELTELTELTEL

２２２２．．．．公共施設公共施設公共施設公共施設

名称名称名称名称 クールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポットクールシェアスポット シェアシェアシェアシェア可能時間可能時間可能時間可能時間 休業日休業日休業日休業日






	最終版：チャレンジエコライフやまぐち２０１５夏！キャンペーン_docx
	○チャレンジエコライフやまぐち２０１５キャンペーン
	○【大規模店舗協議会】クール＆ウォーム説明_docx
	○【20150615訂正】H27クールシェアスポット一覧_xlsx
	講演チラシスキャン
	doc05057420150626094712
	doc05057520150626094753


