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電子と紙版で集めたスタンプは合算できません。注

スタンプラリー
環境学習
巡っ

て、集
めて、学ぼうエコ!

開催期間

2022年6月21日(火)～

2023年2月23日(木・祝)

対象の環境学習施設でスタンプを集めて記念品をゲットしよう！

スタンプ９個で応募！

A賞 5,000円分
図書カード

抽選で5名

スタンプ6個で応募！

B賞 3,000円分
図書カード

抽選で20名

スタンプ3個で応募！

C賞 1,000円分
図書カード

抽選で100名

公式サイトは
こちらから

当選
発表

厳選なる抽選の上、記念品の発送をもって
発表に代えさせていただきます。

応募
締切 2023年3月2日（木）（紙版は当日消印有効）

施設に行くか、講座・イベ
ントに参加して応募ハガキ
にスタンプを押そう！

スタンプを集めたら、必要
事項を記入し、切手を貼っ
て、投函しよう！

対象施設でスタンプ帳もしくは
応募用紙を手に入れてね！！

紙版
スタンプラリー
応募方法

マークのある
施設が対象です。紙

● 応募されたハガキは返却いたしません。
● ご住所・転居先が不明などの理由により連絡・配達ができない場合は、当選権利を無効とさせて
いただきます。

● 記載された個人情報は、抽選及び記念品の発送及び統計資料作成にのみ利用し、本人の同意を
得ないで、第三者に開示・譲渡することはいたしません。

電子
スタンプラリー
応募方法

マークのある
施設が対象です。電

施設または講座・イベント
に用意されているQRコー
ドにスマートフォンなどを
かざして電子スタンプを
もらおう！

スタンプが3個以上集ま
ると応募ボタンが表示さ
れるので申し込みたい
コースに応募しよう！

https://ael-stamp.jpにアクセスして、
アカウントを登録しよう。

応 募

その他

https://ael-stamp.jp
対象施設など詳しくはこちら

他にも施設オリジナルグッズセットが当たる「Wチャンス賞」や電子でスタンプを集め各施設のクイズに挑戦して応募すると当たる「電子クイズ参加賞」があるよ！

S T E P 1
S T E P 2 S T E P 3

S T E P 1 S T E P 2

※必ずスタンプを集めたご本人が応募し
てください。

エコキャン

エコりん

エコポン

エコリー

環境全般 自  然 エネルギー

ゴミを
減らす3R 水環境 図書館

環境を楽しく学べる
施設が大集合!!

身近な環境から地球規模の環境まで、幅広
く環境問題を考え、取り組んでいくための
第一歩となる施設です。実験や工作など体
験型の学習ができる施設も多く、楽しみな
がら学べます！

身近な公園をはじめ、山や海などで、様々
な自然が楽しめる施設です。自然観察会や
季節のイベントなどを通して、あいちの自
然について学べます！

地球温暖化やエネルギーについて、見て、
ふれて、学んだり、省エネなどの環境に配慮
した製品や設備を紹介する施設です。体験
型の展示やクイズ、見学などを通して、未来
につながるエネルギーについて学べます！

ゴミのゆくえや、分別、リサイクルについ
て、わかりやすく紹介する施設です。施設・
展示の見学や体験学習を通して、生活の中
でゴミを減らす方法を楽しく学べます！

暮らしの中で目にする機会のない下水や、
水をきれいにするしくみ、また水と人との関
わりをわかりやすく紹介する施設です。映
像や展示、クイズなどで楽しみながら、水の
大切さや汚れた水がどのようにきれいに
なっていくかが学べます！

専門性の高い本から絵本・図鑑まで、様々
な環境分野の本を取り揃えており、環境に
ついていろいろ学ぶことができます。環境
に関する絵本の読み聞かせや工作教室を
開催する図書館もあり、環境について様々
な角度から学べます！ 

※必ずスタンプを集めたご本人が応募して
ください。
※切手代はご負担ください。
※複数分のハガキをまとめて封筒に入れ
ての郵送も可能です。

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。



あいち環境学習プラザ ■来■講■紙□電
名古屋市北区辻町流7-6 県環境調査センター 1階
052-908-5150

エコハウス138 ■来□電
一宮市奥町字八瀬割40-1
0586-47-7138

柿田公園管理事務所「エコきち」 ■来■講■紙□電
安城市里町4-12-4
0566-98-3784

加山興業株式会社（市田リサイクルプラント・KAYAMAファーム） ■来■講●予■紙□電
豊川市南千両2-67
0120-053-381

小牧市リサイクルプラザ(エコハウス・小牧） ■来■講■紙□電
小牧市大草5786-83
0568-78-5016

高浜エコハウス
高浜市沢渡町4-6-2
0566-52-2299

中部国際空港 ■来□電
常滑市セントレア1-1
0569-38-1195

津島児童科学館
津島市南新開町2-74
0567-24-8743

とよたエコフルタウン ■来■紙□電
豊田市元城町３-11  
0565-77-5669

名古屋市環境学習センター（エコパルなごや） ■来■紙□電
名古屋市中区栄1-23-13 伏見ライフプラザ13階
052-223-1066

名古屋市消費生活センター くらしの情報プラザ ■来■紙□電
名古屋市中区栄1-23-13 伏見ライフプラザ11階
052-222-9677

碧南海浜水族館 ■来■紙□電
碧南市浜町2-3
0566-48-3761      

夢と学びの科学体験館 ■来■紙□電
刈谷市神田町1‐39-3
0566-24-0311

アイシンエコトピア ■講●予■紙□電
半田市日東町4-29 半田工場内
aisin.ecotopia@aisin.co.jp

あいち海上の森センター ■来■講■紙□電
瀬戸市吉野町304-1
0561-86-0606

愛知県旭高原自然の家 ■来■紙□電
豊田市小滝野町坂38-25
0565-68-3200

あいち健康の森公園 ■来■紙□電
大府市森岡町9-300
0562-47-9222

愛知県森林公園 ■講■紙□電
尾張旭市大字新居5182-1
0561-53-1551

愛知県森林・林業技術センター ■来■講■紙□電
新城市上吉田字乙新多43-1
0536-34-0321

愛知県青年の家 ■来■紙□電
岡崎市美合町並松1-2
0564-51-2123

愛知県陶磁美術館 ■来■紙□電
瀬戸市南山口町234
0561-84-7474

愛知県美浜自然の家 ■来■紙□電
知多郡美浜町大字小野浦字宮後1-1
0569-88-5577

愛知県民の森 ■来■紙□電
新城市門谷字鳳来寺7-60
0536-32-1262

愛知県野外教育センター ■来■紙□電
岡崎市千万町町字大平田17-5
0564-83-2221

愛知県弥富野鳥園 ■来■講■紙□電
弥富市上野町2-10
0567-68-2338

愛知県緑化センター ■来■紙□電
豊田市西中山町猿田21-1
0565-76-2106

愛知こどもの国 ■来■紙□電
西尾市東幡豆町南越田3
0563-62-4151　

阿久比町立ふれあいの森 ■来■紙□電
知多郡阿久比町大字板山字比沙田78
0569-48-8431

荒子川公園ガーデンプラザ ■来■紙□電
名古屋市港区品川町2-1-1
052-384-8787

１３８タワーパーク
一宮市光明寺字浦崎21-3 国営木曽三川公園内
0586-51-7105

INAXライブミュージアム
常滑市奥栄町1-130
0569-34-8282

犬山里山学センター ■来■講■紙□電
犬山市大字塔野地字大畔364-2
0568-65-2121

いらご さららパーク ■来■紙□電
田原市中山町大松上１
052-954-6227（県自然環境課）

岩倉市自然生態園 ■来■講■紙□電
岩倉市北島町最中1
0587-66-6701

大府市自然体験学習施設 二ツ池セレトナ
大府市横根町名高山88-1
0562-44-4531

おかざき自然体験の森 ■来■講■紙□電
岡崎市八ツ木町字池ノ上10
0564-45-5544

岡崎市動物総合センター（岡崎市東公園動物園） ■来■紙□電
岡崎市欠町字大山田1
0564-27-0444

岡崎市ホタル学校 ■来■講■紙□電
岡崎市鳥川町字小デノ沢5-1
0564-82-3027

於大公園このはな館
知多郡東浦町大字緒川字沙弥田2-1
0562-84-6166

海南こどもの国 ■来■紙□電
弥富市鳥ケ地町二反田1238
0567-52-1515

春日井市少年自然の家 ■来■講■紙□電
春日井市廻間町1102-1
0568-92-8211

春日井市都市緑化植物園 ■来■紙□電
春日井市細野町3249-1
0568-92-8711

蒲郡市生命の海科学館 ■来■紙□電
蒲郡市港町17-17
0533-66-1717

蒲郡市竹島水族館
蒲郡市竹島町1-6
0533-68-2059

在来種育苗ラボ（エスペックミック株式会社内） ■来●予■紙□電
丹羽郡大口町大御堂1-233-1
0587-95-6369

シェルマよしご（吉胡貝塚資料館/吉胡貝塚史跡公園） ■来■紙□電
田原市吉胡町矢崎42-4
0531-22-8060

庄内緑地（庄内緑地グリーンプラザ） ■来■紙□電
名古屋市西区山田町大字上小田井字敷地3527
052-503-1010

新城市鳳来寺山自然科学博物館 ■来■紙□電
新城市門谷字森脇6
0536-35-1001

新城総合公園 ■来■紙□電
新城市浅谷字ヒヨイタ40
0536-25-1144

瀬戸市定光寺野外活動センター ■来■紙□電
瀬戸市鹿乗町1231
0561-48-0770

田原市芦ヶ池農業公園 サンテパルクたはら ■来■紙□電
田原市野田町芦ヶ池8
0531-25-1234

知多市佐布里 緑と花のふれあい公園
知多市佐布里台3-101
0562-54-2911

テクノ中部 屋上ビオトープ ■来●予■紙□電
名古屋市港区大江町3-12
052-614-7166

東栄町森林体験交流センター スターフォーレスト御園
北設楽郡東栄町大字御園字野地91-1
0536-76-0687

豊川市赤塚山公園 ■来■紙□電
豊川市市田町東堤上1-30
0533-89-8891

豊田市郷土資料館 R6年度に博物館  
リニューアル  □電

豊田市陣中町1-21-2
0565-32-6561

豊田市里山くらし体験館すげの里 ■来■紙□電
豊田市新盛町中洞67
0565-69-1622

豊田市自然観察の森 ■来□電
豊田市東山町4-1206-1
0565-88-1310

トヨタ車体・刈谷ふれ愛パーク ■来■講■紙□電
刈谷市東境町山畑31-3
0566-36-7554

トヨタの森・エコの森ハウス ■来■講■紙□電
豊田市岩倉町一本松1-1
0565-58-2736　

豊橋市視聴覚教育センター ■来■紙□電
豊橋市大岩町字火打坂19-16
0532-41-3330

豊橋市少年自然の家 
豊橋市伊古部町字下り25-41
0532ｰ21-2301

豊橋市地下資源館 ■来■紙□電
豊橋市大岩町字火打坂19-16
0532-41-3330

豊橋市野外教育センター 
豊橋市伊古部町字枇杷ケ谷57-12
0532-21-2133

豊橋総合動植物公園 ■来■紙□電
豊橋市自然史博物館 ■来■紙□電
豊橋市大岩町字大穴1-238
0532ｰ41ｰ2185（公園）
0532ｰ41ｰ4747（博物館）

名古屋港ワイルドフラワーガーデン ブルーボネット ■来■紙□電
名古屋市港区潮見町42
052-613-1187

名古屋市東山動植物園 ■来■講□電
名古屋市千種区東山元町3-70
052-782-2111

名古屋市緑化センター ■来■紙□電
名古屋市昭和区鶴舞1-1-168 鶴舞公園内
052-733-8340

南極観測船ふじ ■来■紙□電
名古屋市港区港町1-9
052-652-1111

西尾いきものふれあいの里 ■来■紙□電
西尾市家武町小草3
0563-52-0266

農業文化園・戸田川緑地 ■来■紙□電
名古屋市港区春田野2-3204
052-302-5321

半田空の科学館 ■来■紙□電
半田市桐ヶ丘4-210
0569-23-7175

びおとーぷ堤 ■来●予■紙□電
豊田市堤町馬の頭１
0565-54-2324

東三河ふるさと公園 ■来■紙□電
豊川市御油町滝ヶ入11-2
0533-87-9301

久屋大通庭園フラリエ ■来■紙□電
名古屋市中区大須4-4-1
052-243-0511

フラワーパーク江南
江南市小杁町一色 国営木曽三川公園内
0587-57-2240

南知多ビーチランド ■来■紙□電
知多郡美浜町奥田428-1
0569-87-2000

美浜町 町民の森
知多郡美浜町大字河和菅刈
0569-82-1111

もりの学舎 ■来■講■紙□電
長久手市茨ケ廻間乙1533-1 愛・地球博記念公園内
0561-61-2315 

ワイルドネイチャープラザ
稲沢市祖父江町祖父江 国営木曽三川公園内
0587-97-8722

蔵王山展望台 ■来■紙□電
田原市浦町蔵王1‐46
0531-22-0426

JERA 知多電力館 ■来■紙□電
知多市北浜町23
0562-55-8311

JERA へきなんたんトピア電力館 ■来■紙□電
碧南市港南町2-8-2
0566-42-0818

シヤチハタテクノ（株）稲沢工場 ●予
稲沢市子生和神明町37
0587-24-5817

「知の拠点あいち」実証研究エリア ■来■紙□電
豊田市八草町秋合1267-1 知の拠点あいち内
0561-76-8889

でんきの科学館 ■来■紙□電
名古屋市中区栄2-2-5
052-201-1026

デンソーギャラリー
刈谷市昭和町1-1
0566-61-7215

東邦ガス ガスエネルギー館 ■来■紙□電
東海市新宝町507-2
052-603-2527

豊橋市資源化センター余熱利用施設（りすぱ豊橋）
豊橋市東七根町字宝地道10
0532-38-5151

尾三消防本部 豊明消防署 ■来■紙□電
豊明市沓掛町宿234
0562-92-0119

ブラザーミュージアム ■来●予■紙□電
名古屋市瑞穂区塩入町5-15
052-824-2227

海部地区環境事務組合 八穂クリーンセンター ■講■紙□電
弥富市鍋田町八穂399-3
0567-68-6500

安城市環境クリーンセンター ●予
安城市和泉町大下38
0566-92-0178

安城市リサイクルプラザ ●予
安城市赤松町乙菊18
0566-76-3053

稲沢市環境センター ●予
稲沢市中野川端町74
0587-36-3710

犬山市都市美化センター ●予
犬山市塔野地田口洞39-128
0568-61-3392

大口町 資源リサイクルセンター ●予
丹羽郡大口町下小口6-184
0587-95-0530

尾張旭市リサイクルひろば ■来■紙□電
尾張旭市東大道町原田2490-7
0561-76-8135

春日井市環境部クリーンセンター
リサイクルプラザ（エコメッセ春日井） ■来■紙□電
春日井市神屋町1-2
0568-88-5006

北名古屋衛生組合 鴨田エコパーク ■来■紙□電
北名古屋市九之坪五反地80
0568-23-7940

グリーンサイクル株式会社 ■来●予■紙□電
名古屋市港区昭和町13
052-613-5701

公益財団法人愛知臨海環境整備センター
（ＡＳＥＣ）最終処分場 ■来●予■紙□電
知多郡武豊町字三号地1
0569-89-7390

古紙の森 （福田三商(株）内） ●予
名古屋市南区千竃通2-14-1
052-825-2111

田原リサイクルセンター 炭生館 ■来■紙□電
田原市緑が浜二号2－91
0531-24-0151

豊田市環境学習施設eco-T（エコット） ■来■紙□電
豊田市渡刈町大明神39-3 渡刈クリーンセンター内
0565-26-8058

豊橋市資源化センター ■来■紙□電
豊橋市豊栄町字西530
0532-46-5304

衣浦西部浄化センター ■来■講■紙□電
半田市川崎町4-1
0569-24-6061

衣浦東部浄化センター ■来■講■紙□電
碧南市港南町2-8-15
0566-48-8210

五条川右岸浄化センター ■来■講■紙□電
岩倉市北島町権現山7-1
0587-66-8651

五条川左岸浄化センター ■来■講■紙□電
小牧市新小木4-47
0568-75-2911

境川浄化センター ■来■講■紙□電
刈谷市衣崎町2-20
0566-25-1295

豊川浄化センター ■来■講■紙□電
豊橋市新西浜町1-3
0532-32-4181

日光川下流浄化センター ■来■講■紙□電
弥富市上野町2-28
0567-68-6162

日光川上流浄化センター ■来■講■紙□電
稲沢市儀長1-1
0587-36-8102

水の歴史資料館 ■来□電
名古屋市千種区月ケ丘1-1-44 
052-723-3311

明治用水土地改良区 水のかんきょう学習館 ■来■紙□電
安城市大東町22-16 大池公園内
0566-76-6560

メタウォーター下水道科学館あいち
（愛知県下水道科学館） ■来■紙□電
稲沢市平和町須ケ谷長田295-3
0567-47-1551

メタウォーター下水道科学館なごや
（名古屋市下水道科学館） ■来■紙□電
名古屋市北区名城1-3-3
052-911-2301

矢作川浄化センター ■来■紙□電
西尾市港町1
0563-59-0711

愛西市中央図書館 ■来■紙□電
愛西市須依町東田面6
0567-28-7760

愛知県図書館 ■来□電
名古屋市中区三の丸1-9-3
052-212-2323

阿久比町立図書館 ■来■紙□電
知多郡阿久比町大字卯坂字栗之木谷32-4
0569-48-6231

安城市図書情報館 ■来■紙□電
安城市御幸本町504-1
0566-76-6111

一宮市立中央図書館 ■来■講■紙□電
一宮市栄3-1-2
0586-72-2343

大口町立図書館
丹羽郡大口町伝右1-47
0587-95-3999

おおぶ文化交流の杜図書館 ■来■紙□電
大府市柊山町6-150-1
0562-48-1808

岡崎市立中央図書館
岡崎市康生通西4-71 岡崎市図書館交流プラザ内
0564-23-3111

尾張旭市立図書館 ■来■紙□電
尾張旭市東大道町山の内2419-5
0561-54-5544

春日井市図書館 ■来■紙□電
春日井市鳥居松町5-44
0568-85-6800

蟹江町図書館 ■来■紙□電
海部郡蟹江町大字蟹江新田字札中地101-1
0567-95-0605

蒲郡市立図書館 ■来■紙□電
蒲郡市宮成町1-1
0533-69-3706

刈谷市中央図書館 ■来■紙□電
刈谷市住吉町4-1
0566-25-6000

グルッポふじとう（高蔵寺まなびと交流センター） ■来■紙□電
春日井市藤山台1-1
0568-37-4919

幸田町立図書館 ■来■紙□電
額田郡幸田町大字大草字丸山8
0564-63-0001

江南市立図書館
江南市石枕町神明82
0587-56-2306

設楽町民図書館 ■来■紙□電
北設楽郡設楽町田口字辻前14
0536-62-1105

新城図書館 ■来■紙□電
新城市字下川1-1
0536-23-2333

瀬戸市立図書館 ■来■紙□電
瀬戸市東松山町1番地の2
0561-82-2202

高浜市立図書館 ■来■紙□電
高浜市碧海町5-1-5
0566-52-0240

田原市中央図書館
田原市田原町汐見5
0531-23-4946

知多市立中央図書館 ■来■紙□電
知多市岡田字宝ノ脇22
0562-55-4349

知立市図書館 ■来■紙□電
知立市南新地2-3-3
0566-83-1131

つぐグリーンプラザ図書室 ■来■紙□電
北設楽郡設楽町津具字下川原6-1
0536-83-2291

津島市立図書館 ■来■紙□電
津島市老松町1-1
0567-25-2145

東海市立中央図書館 
東海市中央町3-2
052-601-5335

東郷町立図書館 ■来■紙□電
愛知郡東郷町大字春木字北反田14 東郷町民会館３階
0561-38-2900

常滑市立図書館
常滑市大塚町177
0569-43-6639

豊川市中央図書館・ジオスペース館 ■来■紙□電
豊川市諏訪1-63
0533-85-5536

豊田市中央図書館 ■来■紙□電
豊田市西町1-200 豊田参合館内
0565-32-0717

とよね文化広場 ■来■紙□電
北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
0536-85-1611

豊橋市中央図書館 ■来■紙□電
豊橋市羽根井町48
0532-31-3131

長久手市中央図書館
長久手市坊の後114
0561-63-8006

名古屋市熱田図書館 ■来□電
名古屋市熱田区神宮3-1-15
052-671-6600

名古屋市北図書館 ■来□電
名古屋市北区志賀町4-60-31
052-912-8111

名古屋市楠図書館 ■来□電
名古屋市北区楠2-974
052-903-8653

名古屋市志段味図書館 ■来□電
名古屋市守山区深沢1-101
052-736-6907

名古屋市千種図書館 ■来□電
名古屋市千種区田代町字瓶杁1-137
052-781-7431

名古屋市鶴舞中央図書館 ■来□電
名古屋市昭和区鶴舞1-1-155
052-741-3131

名古屋市天白図書館 ■来□電
名古屋市天白区横町701
052-803-4188

名古屋市徳重図書館 ■来□電
名古屋市緑区元徳重1-401
052-878-2234

名古屋市富田図書館 ■来□電
名古屋市中川区服部3-601
052-432-5313

名古屋市中川図書館 ■来□電
名古屋市中川区吉良町178-3
052-353-5311

名古屋市中村図書館 ■来□電
名古屋市中村区中村町字茶ノ木25 中村公園文化プラザ１階
052-411-3651

名古屋市南陽図書館 ■来■紙□電
名古屋市港区秋葉1-130-79
052-301-2116

名古屋市西図書館 ■来□電
名古屋市西区花の木二丁目18-23 
052-521-1451

名古屋市東図書館 ■来□電
名古屋市東区大幸南1-1-10
052-712-3901

名古屋市瑞穂図書館 ■来□電
名古屋市瑞穂区豊岡通3-29
052-853-0450

名古屋市緑図書館 ■来□電
名古屋市緑区旭出1-1104
052-896-9297

名古屋市港図書館 ■来□電
名古屋市港区港楽1-14-16
052-651-9249

名古屋市南図書館 ■来□電
名古屋市南区千竈通2-10-2
052-821-1732

名古屋市名東図書館 ■来□電
名古屋市名東区文教台2-205
052-773-8200

名古屋市守山図書館 ■来□電
名古屋市守山区守山1-6-1
052-793-6288

名古屋市山田図書館 ■来□電
名古屋市西区八筋町358-2
052-503-5340

西尾市立図書館 ■来■紙□電
西尾市亀沢町474
0563-56-6200

半田市立図書館 ■来■紙□電
半田市桐ヶ丘4-209-1
0569-23-7171

扶桑町図書館
丹羽郡扶桑町大字高雄宇福塚183-1
0587-93-8630

碧南市民図書館 ■来■紙□電
碧南市鶴見町1-70-1
0566-41-0894

美浜町図書館 ■来■紙□電
知多郡美浜町大字北方字十二谷125 心育館内
0569-82-6800

みよし市立中央図書館 ■来■紙□電
みよし市三好町湯ノ前114
0561-34-3１11

弥富市立図書館 ■来□電
弥富市前ケ須町南本田347
0567-65-1117

イオンリテール株式会社
名古屋市中村区名駅5-25-1
052-589-0732

ユニー株式会社 ■来□電
稲沢市天池五反田町1
0587-24-8093

一般社団法人愛知県産業資源循環協会 ■講■紙□電
名古屋市中区金山2-10-9　第8フクマルビル5階
052-332-0346

名古屋港管理組合 ■講■紙□電
名古屋市港区港町1-11
052-661-4111

■来 来館することでスタンプがもらえます  ■講  対象の講座・イベントに参加することでスタンプがもらえます  ●予  来館前に電話等による予約が必要です  ■紙  紙のスタンプ帳にスタンプを押せます  □電  QRコードを読み込んでスタンプを押せます

エネルギー

図書館

水環境

店  舗

団  体

ゴミを
減らす3R

内容は、変更となる可能性がございますので、開館状況など詳細は公式サイトでご確認の上おでかけください。

その他37市町がAELネットに
加盟しています！

AELネット加盟施設一覧（2022年4月現在）

自  然

環境全般


