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松本　悟（まつもと　さとる）

TEL 092-408-5214（松本）

担当者

連絡先

ウエットランドフォーラム
東 区

和白干潟の子ども調査隊 ガタレンジャー

子ども達で様々な干潟の調
査を行っています。多様な生
き物とそれぞれ違った干潟
環境を体感し、生き物との出
会いや発見、楽しさ、驚きを
ＤＶＤとして教材化し発信し
ます。

岩熊　志保（いわくま　しほ）

TEL・FAX 092-922-1029

担当者

連絡先

まほろば自然学校
中央区

「福岡市植物園から発信！！
植物ってこんなにおもしろい」

植物や植物を取り巻く生き
物についてより深く興味と
知識を持ってもらうために、
福岡市植物園で児童や親子
を対象として環境学習を開
催しています。

梅木　たか子（うめき　たかこ）

TEL 090-4355-8030（梅木）

担当者

連絡先

どんぐりのぼうしの会
南 区

南区の環境を体験しよう

日々の生活で環境にやさし
い活動を実施するために、そ
のきっかけづくりとして南区
の環境を多くの方々に楽し
みながら実感してもらう自
然観察会などを開催してい
ます。

伊豫岡　宏樹（いよおか　ひろき）

TEL 092-871-6631（内線6462）

担当者

連絡先

水と緑の楽校
城南区

環境活動の創出を通した地域環境を
担う人材の育成事業

地域と連携して環境教育を
行うことで、参加する大人や
子ども達が地域の環境につ
いて「考える場」を作ってい
ます。「地域の環境のことな
ら任せろ！」という人を増や
すことを目指しています。

森岡　ミナコ（もりおか　みなこ）

TEL 090-1363-5767（森岡）

担当者

連絡先

入部ボランティア
早良区

きれいな入部、やさしい入部、
思いやりのある入部を作ろう

きれいな入部（環境美化）や
さしい入部（物に）思いやり
のある入部（人に）をめざし、
校区の清掃やフリーマーケッ
トの開催、廃油・新聞紙・古着
の再利用など、エコ・環境を
地域の方が意識できるよう
活動を行っています。

福岡大学工学部　
社会デザイン工学科　水工学研究室



花活動・普及活動

浜辺の宝石たち

ため池の生きものについて解説中

大学生との花植え活動

晴天の中スタート！

ワカメの収穫

ボランティア研修会

福岡市の環境

092-406-2369（尾木）

092-406-2379

yumematu＠heart.ocn.ne.jp

http//www.yumematsu.com

TEL

FAX

E-mail

ホームページ

公園を結び目とし、緑の帯を繋ぎ、心安らぐ豊かな街並
みにすることでエコシティ福岡の実現を目指します。
ごみや放置自転車を減らすための環境学習や花植えの
ほか、維持管理や散水などは沿道店舗や住民と共に実
施。環境美化で快適な道路環境を創出し、来街者を快く
おもてなししたいと思います。

年2回の花植えは、西日本短大生やボランティア団体が
中心に実施しています。活動時はのぼりを立てており、
皆様のお声掛けが私達
の励みになっています。
これからもお声掛けと
参加をお待ちしており
ます。

NPO法人 はかた夢松原の会

エコシティ福岡実践プロジェクト

理 事 長  礒谷　慶子
NPO法人 GREEN'S

ビーチコレクション2016

加藤　幸之助

090-2398-7328（古荘）

092-771-0341

fursyou@sco.bbiq.jp

http://green-caravan.jp

TEL

FAX

E-mail

ホームページ

九大病院・馬出地域、警固公園や舞鶴公園・大濠公園で、
花植えに腐葉土を再利用しています。学校などで子ど
も達と一緒に行う花活動でも、腐葉土を利用し、花の植
え方や落ち葉の利用について教えています。

福岡市の中で、秋から冬にかけて多くの落ち葉があふ
れています。皆様の手で集めて腐葉土にし、畑や花壇に
再利用することで、
ごみ減量に取り組
んでみませんか？

NPO法人 緑のキャラバン隊

落ち葉の腐葉土づくりと
花活動・普及活動

代 表 理 事  古荘　浩士

090-9598-9837

092-510-7085

npogreens@gmail.com

https://www.facebook.com/npogreens/

TEL

FAX

E-mail

ホームページ

•海洋漂流物からごみによる世界的な海洋汚染を学ぶ
　（海流にのって漂流物が世界中へ拡散すること）
•ごみは資源であることを学ぶ（漂着物はごみではな
　く資源でもあること）
•浜辺の漂流物を集めることで、単なるごみ拾い活動
　から視点を変えて、楽しむことから海の環境やごみ
　問題を学ぶ

海岸に落ちている物から、世界が見えてきます。ちょっ
としたきれいな石
や貝殻が宝物にな
るかも。楽しく、わ
くわくしながら、海
もきれいになる活
動です！

080-1566-0404　(川窪)

なし

bridge.kyushu@gmail.com

https://sites.google.com/site/bridgekyushu/home

TEL

FAX

E-mail

ホームページ

最近、子ども達が自然の中で生き物と触れ合う機会は
どんどん少なくなっています。身近な生き物の世界の面
白さを子ども達と共有したいという思いから、私たち
は小学生を対象とした自然観察会を年2回開催してい
ます。実行委員は、生物学を専攻する九州大学の学生で
構成しています。

自然や生き物と人をつなぐ”架け橋”になりたい。
BRIDGEという名前に
はそんな思いが込めら
れています。ぜひ、私たち
と一緒に身近な自然の
中へと出かけてみませ
んか？

BRIDGE

小学生を対象とした
自然観察会の企画・運営

川窪　藍

092-405-5217

092-405-5951

jsk@jun-namaken.com

http://www.jun-namaken.com/

TEL

FAX

E-mail

ホームページ

主に小学生を対象とした水中スノーケル体験・ビーチク
リーンアップ活動です。プロダイバーの安全管理のも
と、子ども達が実際に福岡・博多湾の水中生物を観察し
ます。その後、水中ごみや私達の生活が海に与える影響
についてみんなで考え、海岸の清掃を行っています。

本冊子は、ボランティアセンターや市民
センターに置いていますので、ご活用く
ださい。また、ボランティア研修会に参加
して、一緒に
環境イベント
を盛り上げま
しょう！

一般社団法人 ふくおかFUN

“ひろい”海の活動

代 表 理 事  大神　弘太朗

092-809-2080（大神）

092-809-2080

uminogakko@fun-fukuoka.or.jp

http://www.fun-fukuoka.or.jp/

TEL

FAX

E-mail

ホームページ

「はじめよう、心を豊かにするボランティアライフ」を昨
年度発行しました。当日までの準備やボランティアの心
得が盛り込まれています。本年度は、100名を超えるボ
ランティア希望者を対象にこの冊子を使った研修会を
開催しています。

博多湾の多彩な水中世界を実体験を通して一人でも多
くの方々に知ってもらいたいと考えています。福岡の海
はどんな世界か、覗いてみませんか？きっと新しい感
動や学び・イン
スピレーション
が得られると思
います。

博多湾で市民に最も親しまれている人工海浜、ももち
浜でワカメを養殖し、食べることを通して、自然と触れ
合うことで、海の持つ重要な役割、地域の漁業や文化、
さらには人と自然の循環や環境保全の大切さについて
学ぶことを目的としています。

ももち浜ワカメ養殖実行委員会

ももち浜ワカメプロジェクト2016

馬場崎　正博

090-5727-8219

092-406-2379

hakatawan@npo-jews.org

なし

TEL

FAX

E-mail

ホームページ

ももち浜で、ワカメを育てて、食べる体験をとおし、海
の生物・藻場の大切さや、都市の人と自然の循環、生き
物のつながりの大切さについて学びましょう。

NPO法人 循環生活研究所

環境ボランティア育成のための
マニュアル作成事業

理 事 長  平　由以子

エコ発する事業は
「環境市民ファンド（基金）」
を活用しています

環境市民ファンドは平成17年4月に創設され、エコ発

する事業以外にも「校区紙リサイクルステーション」「不

法投棄防止対策」「生物多様性ふくおか戦略の推進」「住

宅用エネルギーシステム導入促進」などの多くの事業に

活用されています。

環境市民ファンドに対する皆様から
の寄付を募集しています。
個人・団体は問いません。皆様の
ご協力をお願いします。
お申込みは、福岡市環境局 環境政
策課までご連絡ください。
福岡市環境局ホームページもご参
照ください。

エコッパからのおねがい




