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伊丹市では、昨年

進しています。このたび、取組の一環として、おふろの良さを広める活動を行う「おふろ部」

営する株式会社ノーリツと、同部メンバーの甲南女子大学人間科学部生活環境学科

学連携により、「おふろ」をテーマにした
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営する株式会社ノーリツと、同部メンバーの甲南女子大学人間科学部生活環境学科
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［申込方法］

 

 

    

   

 

4月 17 日に市長による

進しています。このたび、取組の一環として、おふろの良さを広める活動を行う「おふろ部」

営する株式会社ノーリツと、同部メンバーの甲南女子大学人間科学部生活環境学科

学連携により、「おふろ」をテーマにした

               

             

    ××××    甲南女子大学甲南女子大学甲南女子大学甲南女子大学
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※※※※1111～おふろに入って暖かく過ごそう～～おふろに入って暖かく過ごそう～～おふろに入って暖かく過ごそう～～おふろに入って暖かく過ごそう～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

［申込方法］

 ○Web申込（

 ○申込書（

    必要事項を記入の上、

   （伊丹市役所

 ※申込締切：令和元年（

▼▼▼▼［甲南女子大生による企画［甲南女子大生による企画［甲南女子大生による企画［甲南女子大生による企画

・劇上演『おふろ王国ものがたり』

・ポスター展示と発表

・楽しいおふろレッスン『省エネ入浴法』
 

▼▼▼▼［甲南女子大生による企画］［甲南女子大生による企画］［甲南女子大生による企画］［甲南女子大生による企画］

・入浴剤づくり
 

▼▼▼▼アニメ上演アニメ上演アニメ上演アニメ上演

「ガラスの地球を救え」プロジェクト「地球との約束」

［日時］ 

［場所］ 
 

［定員］ 
 

［参加費］無料
 

［内容］  

          

日に市長による

進しています。このたび、取組の一環として、おふろの良さを広める活動を行う「おふろ部」

営する株式会社ノーリツと、同部メンバーの甲南女子大学人間科学部生活環境学科

学連携により、「おふろ」をテーマにした CO

                          

                

               

甲南女子大学甲南女子大学甲南女子大学甲南女子大学

「おふろ」をテーマにしたウォームビズ推進イベント「おふろ」をテーマにしたウォームビズ推進イベント「おふろ」をテーマにしたウォームビズ推進イベント「おふろ」をテーマにしたウォームビズ推進イベント

～おふろに入って暖かく過ごそう～～おふろに入って暖かく過ごそう～～おふろに入って暖かく過ごそう～～おふろに入って暖かく過ごそう～

［申込方法］ 

申込（伊丹市環境保全課

○申込書（伊丹市環境保全課

必要事項を記入の上、

伊丹市役所 5 階、

※申込締切：令和元年（

［甲南女子大生による企画［甲南女子大生による企画［甲南女子大生による企画［甲南女子大生による企画

・劇上演『おふろ王国ものがたり』

・ポスター展示と発表

・楽しいおふろレッスン『省エネ入浴法』

［甲南女子大生による企画］［甲南女子大生による企画］［甲南女子大生による企画］［甲南女子大生による企画］

・入浴剤づくり

アニメ上演アニメ上演アニメ上演アニメ上演 

「ガラスの地球を救え」プロジェクト「地球との約束」

 令和元年（

 伊丹市図書館「ことば蔵」

 先着 80 名（事前申込制）

［参加費］無料 

  おふろに楽しく入って暖かく過ごすことで、おふろに楽しく入って暖かく過ごすことで、おふろに楽しく入って暖かく過ごすことで、おふろに楽しく入って暖かく過ごすことで、

          過剰な暖房使用を減らし過剰な暖房使用を減らし過剰な暖房使用を減らし過剰な暖房使用を減らし

日に市長による COOL CHOICE

進しています。このたび、取組の一環として、おふろの良さを広める活動を行う「おふろ部」

営する株式会社ノーリツと、同部メンバーの甲南女子大学人間科学部生活環境学科

CO2削減を図るウォームビズ推進イベントを開催します。

                          

        

甲南女子大学甲南女子大学甲南女子大学甲南女子大学    ××××    ((((株株株株))))

「おふろ」をテーマにしたウォームビズ推進イベント「おふろ」をテーマにしたウォームビズ推進イベント「おふろ」をテーマにしたウォームビズ推進イベント「おふろ」をテーマにしたウォームビズ推進イベント

～おふろに入って暖かく過ごそう～～おふろに入って暖かく過ごそう～～おふろに入って暖かく過ごそう～～おふろに入って暖かく過ごそう～

伊丹市環境保全課

伊丹市環境保全課 HP

必要事項を記入の上、FAX また

階、9：00～17

※申込締切：令和元年（2019）年

［甲南女子大生による企画［甲南女子大生による企画［甲南女子大生による企画［甲南女子大生による企画

・劇上演『おふろ王国ものがたり』

・ポスター展示と発表 

・楽しいおふろレッスン『省エネ入浴法』

［甲南女子大生による企画］［甲南女子大生による企画］［甲南女子大生による企画］［甲南女子大生による企画］

・入浴剤づくり 

「ガラスの地球を救え」プロジェクト「地球との約束」

令和元年（2019）年

伊丹市図書館「ことば蔵」

名（事前申込制）

おふろに楽しく入って暖かく過ごすことで、おふろに楽しく入って暖かく過ごすことで、おふろに楽しく入って暖かく過ごすことで、おふろに楽しく入って暖かく過ごすことで、

過剰な暖房使用を減らし過剰な暖房使用を減らし過剰な暖房使用を減らし過剰な暖房使用を減らし

OL CHOICE 取組の宣言を行い、地球温暖化対策を推

進しています。このたび、取組の一環として、おふろの良さを広める活動を行う「おふろ部」

営する株式会社ノーリツと、同部メンバーの甲南女子大学人間科学部生活環境学科

削減を図るウォームビズ推進イベントを開催します。

                          

             

))))ノーリツノーリツノーリツノーリツ
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～おふろに入って暖かく過ごそう～～おふろに入って暖かく過ごそう～～おふろに入って暖かく過ごそう～～おふろに入って暖かく過ごそう～

伊丹市環境保全課 HP から申込可）

HP からダウンロード可）に

または持参 

17：30、土日祝除く）

）年 10月 15

［甲南女子大生による企画［甲南女子大生による企画［甲南女子大生による企画［甲南女子大生による企画］］］］ステージイベントステージイベントステージイベントステージイベント

・劇上演『おふろ王国ものがたり』 

・楽しいおふろレッスン『省エネ入浴法』

［甲南女子大生による企画］［甲南女子大生による企画］［甲南女子大生による企画］［甲南女子大生による企画］ワークショップワークショップワークショップワークショップ

「ガラスの地球を救え」プロジェクト「地球との約束」

）年 10 月 19

伊丹市図書館「ことば蔵」 

名（事前申込制） 

おふろに楽しく入って暖かく過ごすことで、おふろに楽しく入って暖かく過ごすことで、おふろに楽しく入って暖かく過ごすことで、おふろに楽しく入って暖かく過ごすことで、

過剰な暖房使用を減らし過剰な暖房使用を減らし過剰な暖房使用を減らし過剰な暖房使用を減らし CO2を削減するを削減するを削減するを削減する

取組の宣言を行い、地球温暖化対策を推

進しています。このたび、取組の一環として、おふろの良さを広める活動を行う「おふろ部」

営する株式会社ノーリツと、同部メンバーの甲南女子大学人間科学部生活環境学科

削減を図るウォームビズ推進イベントを開催します。

                          

      2019 年 9

ノーリツノーリツノーリツノーリツ    】】】】    

産官学連携で産官学連携で産官学連携で産官学連携で
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から申込可） 

からダウンロード可）に

 

、土日祝除く） 

15日（火）まで

ステージイベントステージイベントステージイベントステージイベント 

 

・楽しいおふろレッスン『省エネ入浴法』 

ワークショップワークショップワークショップワークショップ 

「ガラスの地球を救え」プロジェクト「地球との約束」

9 日（土）

おふろに楽しく入って暖かく過ごすことで、おふろに楽しく入って暖かく過ごすことで、おふろに楽しく入って暖かく過ごすことで、おふろに楽しく入って暖かく過ごすことで、

を削減するを削減するを削減するを削減する 

取組の宣言を行い、地球温暖化対策を推

進しています。このたび、取組の一環として、おふろの良さを広める活動を行う「おふろ部」

営する株式会社ノーリツと、同部メンバーの甲南女子大学人間科学部生活環境学科※3と伊丹市の産官

削減を図るウォームビズ推進イベントを開催します。

 
                          

9 月 18 日 

産官学連携で産官学連携で産官学連携で産官学連携で開催開催開催開催    

～おふろに入って暖かく過ごそう～～おふろに入って暖かく過ごそう～～おふろに入って暖かく過ごそう～～おふろに入って暖かく過ごそう～””””    

からダウンロード可）に 

 

日（火）まで   

 

「ガラスの地球を救え」プロジェクト「地球との約束」 

日（土）13時～15時

おふろに楽しく入って暖かく過ごすことで、おふろに楽しく入って暖かく過ごすことで、おふろに楽しく入って暖かく過ごすことで、おふろに楽しく入って暖かく過ごすことで、 

 

取組の宣言を行い、地球温暖化対策を推

進しています。このたび、取組の一環として、おふろの良さを広める活動を行う「おふろ部」※2を運

と伊丹市の産官

削減を図るウォームビズ推進イベントを開催します。

                           

    

時 

取組の宣言を行い、地球温暖化対策を推

を運

と伊丹市の産官

削減を図るウォームビズ推進イベントを開催します。 

 

http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/KANKYOHOZEN/coolchoice/itamidecoolchoice.html
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/KANKYOHOZEN/coolchoice/itamidecoolchoice.html


      

 

※※※※1    COOL CHOICE

    

減するという目的達成のために、省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、温暖

化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動です。
 

※※※※2    おふろ部おふろ部おふろ部おふろ部

    

ていく産官学連携プロジェクト。株式会社ノーリツ、神戸女子大学、神戸市水道局から

連携が始まり、

ブメディアを運営しています。

お
 

＊甲南女子大学「おふろ部」は、同大

 
 

※※※※3    甲南女子大学甲南女子大学甲南女子大学甲南女子大学

 

 

     

エーション、自然・社会との関係など生活に関わる多彩な領域を学ぶ学科です。魅力的

な生活実践のスキルを身につけて、おしゃれで快適なライフスタイルの創造を目指しま

す。実験・実習・ものづくり・フィールドワークなど、磨いた知識を現場や行動で確か

める体験型の学びを重視しており、産官学連携活動も多彩に展開しています。

 

 

 

 

 

    参考参考参考参考
                     

COOL CHOICE

 2015 年に政府が掲げた、

減するという目的達成のために、省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、温暖

化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動です。

おふろ部おふろ部おふろ部おふろ部

 2016 年 2月

ていく産官学連携プロジェクト。株式会社ノーリツ、神戸女子大学、神戸市水道局から

連携が始まり、

ブメディアを運営しています。

おふろ部 WEB

＊甲南女子大学「おふろ部」は、同大

 中野ゼミが、ゼミの取り組みとして展開しています。

甲南女子大学甲南女子大学甲南女子大学甲南女子大学

   日々の暮らしに欠かせない衣・食・住を基本に、心身を豊かにするスポーツやレクリ

エーション、自然・社会との関係など生活に関わる多彩な領域を学ぶ学科です。魅力的

な生活実践のスキルを身につけて、おしゃれで快適なライフスタイルの創造を目指しま

す。実験・実習・ものづくり・フィールドワークなど、磨いた知識を現場や行動で確か

める体験型の学びを重視しており、産官学連携活動も多彩に展開しています。

参考参考参考参考        
               

COOL CHOICE（クールチョイス）（クールチョイス）（クールチョイス）（クールチョイス）

 

年に政府が掲げた、

減するという目的達成のために、省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、温暖

化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動です。

おふろ部おふろ部おふろ部おふろ部 

月 26日（ピースなふろの日）にスタートした、おふろ好きな人の輪を広げ

ていく産官学連携プロジェクト。株式会社ノーリツ、神戸女子大学、神戸市水道局から

連携が始まり、2017 年より甲南女子大学も参画しました。メインの活動として、ウェ

ブメディアを運営しています。

WEB サイト  

＊甲南女子大学「おふろ部」は、同大

中野ゼミが、ゼミの取り組みとして展開しています。

甲南女子大学甲南女子大学甲南女子大学甲南女子大学 人間科学部人間科学部人間科学部人間科学部

日々の暮らしに欠かせない衣・食・住を基本に、心身を豊かにするスポーツやレクリ

エーション、自然・社会との関係など生活に関わる多彩な領域を学ぶ学科です。魅力的

な生活実践のスキルを身につけて、おしゃれで快適なライフスタイルの創造を目指しま

す。実験・実習・ものづくり・フィールドワークなど、磨いた知識を現場や行動で確か

める体験型の学びを重視しており、産官学連携活動も多彩に展開しています。

               

（クールチョイス）（クールチョイス）（クールチョイス）（クールチョイス）

 

年に政府が掲げた、2030 年度に温室効果ガスの排出量を

減するという目的達成のために、省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、温暖

化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動です。

 

日（ピースなふろの日）にスタートした、おふろ好きな人の輪を広げ

ていく産官学連携プロジェクト。株式会社ノーリツ、神戸女子大学、神戸市水道局から

年より甲南女子大学も参画しました。メインの活動として、ウェ

ブメディアを運営しています。 

  https://ofurobu.com

＊甲南女子大学「おふろ部」は、同大

中野ゼミが、ゼミの取り組みとして展開しています。

人間科学部人間科学部人間科学部人間科学部 

日々の暮らしに欠かせない衣・食・住を基本に、心身を豊かにするスポーツやレクリ

エーション、自然・社会との関係など生活に関わる多彩な領域を学ぶ学科です。魅力的

な生活実践のスキルを身につけて、おしゃれで快適なライフスタイルの創造を目指しま

す。実験・実習・ものづくり・フィールドワークなど、磨いた知識を現場や行動で確か

める体験型の学びを重視しており、産官学連携活動も多彩に展開しています。
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