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ENVIRONMENTAL FESTIVAL FUKUOKA 2022

入場無料
遊びにきてね

環境フェスティバル
ふくおか2022

子どもから大人まで
身近にあるエコに
触れて楽しもう！

10月29日●・30日●
2Days 10：00～16：00
土 日

会場：福岡市役所西側 ふれあい広場
ご来場の際はマスクの着用等の
基本的な感染防止対策にご協力ください

kankyo-fukuoka2022.com @fukuokacitysdgs

環境フェスティバルふくおか
【公式】Twitterアカウント

10月1日（土）〜10月31日（月）オンラインイベント開催

協賛：イオン九州株式会社／エフコープ生活協同組合／花王グループカスタマーマーケティング株式会社／
株式会社NTTドコモ九州支社／株式会社NTTファシリティーズ／株式会社西日本シティ銀行／株式会社福岡銀行／
株式会社福岡クリーンエナジー／九州電力株式会社／公益財団法人自動車リサイクル促進センター／
公益財団法人ふくおか環境財団／公益社団法人福岡県産業資源循環協会福岡支部／
西部ガス株式会社／福岡市地球温暖化対策市民協議会／ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社

主催：環境フェスティバルふくおか実行委員会（事務局：福岡市環境局環境政策部環境政策課）

ステージ、ワークショップ、展示、マルシェなど
盛りだくさんの2日間！

ステージその他のコーナー

マイバッグ・マイボトルのご持参をお願いいたします

※写真は当日の展示・試乗車両と異なる場合がございます。

29日（土）
試乗受付は終了時間30分前までです

10：00-16：00

次世代自動車展示・試乗会

電気自動車（EV）

電気自動車（EV）

燃料電池自動車（FCV）

30日（日）
10：00-15：30

今後ますます普及が期待される
次世代自動車（電気自動車・プラ
グインハイブリッド車・燃料電池
自動車）に無料で試乗できます！
※試乗には運転免許証をご持参ください
※混み合う際は試乗までお時間をいただ
く場合があります。

この機会に次世代自動車を
間近で見て！ 触れて！
試乗してみませんか？

植物の力で発電
botanical light
（ボタニカルライト）

ボタニカルライト体験

電灯、スマホの充電等に
利用できる「次世代エネ
ルギー」ボタニカルライト
を体験してみませんか？

花王国際こども環境絵画コンテスト
受賞作品展示

環境絵画コンテント作品展示

世界中のこどもたちから
寄せられた作品と「絵に
込めた思い」は延べ10万
点以上。その一部を会場
でご覧いただけます。

ちんどん 鈴乃家

くわきりょう

ハニーズダンスアカデミー

らんま先生 10月29日（土）

日本で初めての
環境問題
パフォーマー
国内で教員を10年間務めた後、
環境パフォーマンスを追求する
ため退職。環境問題と科学実験、
パフォーマンスを融合し日本で
初めて「 環境パフォーマンス」と
いう新しい形を作りあげ、海外で
も高い評価を得ています。
2020年国連本部協賛動画
「エネルギーをみんなに
そしてクリーンに」
監修と出演。

笑顔をつなぐちんどん屋
「もっと身近にちんどん屋の魅力
を知ってもらいたい！」という思い
から2006年に結成し、地域のお祭
りやイベントなど、福岡を拠点に
活動中！音はにぎやかち
んどん娘。あの手この手
で楽しませます♪

心とココロをつなぐ
サラリーマン絵本作家
我が子誕生をきっかけに作家活動
をスタート。世界中の子どもたち
が1秒でも多く笑顔になれる環境
作りを目指しています。
絵本制作・読み聞かせな
どを中心に活動中。

はかりうりマルシェ
欲しいものを、

欲しい分だけ購入可能！
自分が欲しい量を持参した保存容器や
エコバッグに詰めて持ち帰るというス
タイル。買った食材を食べきる、そんなラ
イフスタイルを経験してみませんか。

飲食コーナー

フードドライブ
10:00～ キッズダンスパフォーマンス

10月30日（日）

ハニーズダンスアカデミーのかわい
くパワフルなパフォーマンスで環境
フェスティバルふくおか2022がはじ
まります！

BOOKBOOK本市

ゴミ拾いYouTuberこーすけ
「ゴミ拾いをエンターテイメ
ントにして楽しく地球をキ
レイにしちゃいます」をモッ
トーに福岡を中心としたゴ
ミ拾いの様子をYouTubeで
配信しています。
最新の活動は　
SNSをチェック！

読まなくなった絵本を
お持ちください

ご自宅で眠っている本を持ち込み、ほかの方が持って
きた本と交換できる「本の交換会」です。
家で眠ったままの本が有効活用されます！

今回は下記を中心に準備しています

児童書・図鑑/絵本・漫画/その他小学生向け書籍

もったいないを減らし、助け合いの輪を広げよう！

缶詰 /インスタント食品 /レトルト食品 /フリーズドライ
食品/調味料 /ジュース等の飲料/米類 /麺類 /シリアル/
ギフトパック/防災備蓄食品等

まだ食べることができる食品・食材が大量に廃棄されています。
そんな食品ロスを削減する「フードドライブ」活動。集めた食料品は
地域の福祉団体や子ども食堂などの施設にお届けします。
ぜひご協力ください！

未使用・未開封・常温の食品で賞味期限1ヶ月以上あるもの

地球をキレイにしよう

11:00～ らんま先生のECO実験

わかりやすい実験とユーモアのある
トークで環境問題やエコの大切さ
を伝える、環境実験パフォーマンス
です。

13:30～ くわきりょう絵本読み聞かせ

「美しい地球を残したい」という思い
から生まれた作品を読み聞かせ。絵
本を通じ環境問題をじぶんごととし
てとらえてもらうきっかけを作ります。

12:00～ ちんどん鈴乃家ショー

カラフルポップな衣装に笑顔をのせ
てみなさんの心をくすぐります！
華やかでにぎやかなステージを一
緒に楽しもう！

13:00～ ゴミ拾いツアー出発式

ハロウィン仮装でゴミ拾いに参加し
てくれる子どもたちとこーすけさん
による出発式。みんなで楽しくゴミ
拾いツアーへ出発します。

福岡ソフトバンクホークスオフィ
シャルパフォーマンスチーム『ハ
ニーズ』の現役・OGメンバーが主に
講師をつとめるチア＆ストリート
ダンススクール。年少さ
んから小学生までのメン
バーが日々レッスンを頑
張っています！

※使用している写真はすべてイメージです

ヴィーガンカレー

糸島野菜のパニーニ

ワンハンドオムライス

もち麦カヌレ

ゴミ拾いアプリ「YUIMA ALU」をダ
ウンロードして拾ったゴミの写真を
アップすると素敵な商品と交換でき
るポイントがgetできます。会場のみ
で交換できる限定商品もあります♪
引き換えはインフォメーションにて。

ご協力いただいた方には、先着で
素敵なエコグッズをプレゼント♪
参加受付・景品引き換えはアンケー
ト受付コーナーへお越しください。

身近なゴミをひろって
ポイントを貯めよう！

アプリのダウンロードはこちら

会場ではデジタル
アンケートを実施！

アンケートにご協力ください引換は
アンケート
コーナー
にて

ご提供いただきたい食品

環境フェスティバルふくおか2022会場インフォメーションにて
福岡市地下鉄の『1日乗り放題乗車券（当日利用に限る）』を
ご提示いただくと、各日先着100名様にエコバッグをプレゼント！

地下鉄に乗って環境フェスティバルふくおか2022へ行こうキャンペーン



【29日（土）】グリーン購入をクイズ形式で紹介します。参加者
にはグリーン商品をプレゼント！
その他、エコロジー商品の展示や実演なども行っています。
【30日（日）】九電グループのカーボンニュートラルに向けた取
組みをご紹介します。VRでの間伐体験もできますよ！

1 見て！知って！脱炭素行動を始めよう！
福岡市地球温暖化対策市民協議会
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緑のカーテンコンテスト入選作品を展示。
家庭や事業所での取り組みをご覧ください！

2 令和4年度「緑のカーテンコンテスト」
結果発表！

福岡市環境局脱炭素社会推進課

福岡市近郊の河川や水路、ため池などに棲んでいる魚や昆虫
を水槽で展示します。
日頃見ることができない水の中をのぞいてみよう！

3 身近な生き物の出張水族館
福岡大学はかたわん海援隊

『おうちの中で出来るエコ』についてクイズ形式で考えるコー
ナーです。全問正解でプレゼントもご用意しています。

6 エコを考える
「おしたらヒントdeビンゴクイズ」

花王グループカスタマーマーケティング株式会社

「環境にやさしい地下鉄」「サブウェイダイエット」に関するパネ
ル展示とCO2排出量の重さ体験コーナーです。
来場者にはキラキラシールをプレゼント！

7「駅まで歩く，駅から歩く。」
～SUBWAY DIET～

福岡市地下鉄

自然の家のイベントや活動紹介パネル展示・動画放映、ならびに
竹や木を使用した作品展示のコーナーです。
クラフト製作のワークショップも実施します。

8 せふりで最高の体験と思い出を
～木工体験と竹で遊ぼう

福岡市立背振少年自然の家

柏陵高校環境科学コースは、SDGｓの達成に取り組んでいます。
学校で学んだ内容のパネル展示と、体験イベントを行います。

4 高校生と一緒に
「環境のためにできること」
考えよう！

福岡県立柏陵高等学校

端材を使った工作ワークショップを行います！
メモスタンドにもなる小さなお家。完成品の販売もします。

5 環境の為に
「た」のしく「く」ふうする「み」んなの会

環境たくみの会

家庭で出るゴミ（牛乳パック）を使って、ランタン・おもちゃなど
のものづくりを体験できます。

9 牛乳パックを使ったものづくりを通して、
エコの世界へ飛び込もう！

株式会社NTTファシリティーズ

コンポストの展示・販売、野菜・加工品の販売を行います。
熟成が完了したLFC・ダンボールコンポストの堆肥回収(実証
実験として実施)もあります。

10 ベランダでできる
コンポスト体験とこだわり野菜たち

NPO法人循環生活研究所

燃えないゴミで収集された空き缶は、アルミ缶とスチール缶に
選別してリサイクルされます。
実験を通して選別の方法を解説します。

11 実験！スチール缶とアルミ缶は
どうやって選別するの？

福岡市環境局廃棄物試験研究センター

活動紹介パネルの展示・施設紹介ビデオの放映ならびに、貝殻
やどんぐりを活用したクラフト作品の展示コーナーです。海洋ご
み等を使用したクラフト製作のワークショップも行います！

12 クラフト製作を通して
自然やSDGSを感じよう！

福岡市海の中道青少年海の家

「改正フロン排出抑制法」は業務用冷凍空調機器のフロンを回
収した証明書がないと廃棄できなくなりました。「改正フロン排
出抑制法」をやさしく説明し、クイズに答えて記念品をゲット！

13「改正フロン排出抑制法」て知ってる？
福岡県環境部環境保全課
一般社団法人福岡県冷凍空調工業会

カタログのリサイクルや環境助成金の使い道などのパネルを
展示し、その内容のクイズに答えていただき景品をプレゼント
します。

14 環境クイズ！
エフコープ生活協同組合

福岡市役所周辺には、エコなスポットがたくさんあるのを知っ
ていますか？
エコスポットを楽しくめぐって、景品をGETしよう！

15 サクッと学べる！
エコスポットウォークラリー

福岡市環境局ごみ減量推進課

16 暮らしにエコを
～クイズで学ぶ環境問題～

福岡工業大学環境サークルオアシス部
環境に関するクイズを出題します！
大人から子どもまで楽しみながら学べるクイズです。
正解数に応じてエコな景品をプレゼント!!

深刻な海へのごみの流出。海洋ゴミを使用した作品作りを通
して、ゴミが海に及ぼす影響について考えてみよう！

17 海洋ゴミを宝物に！
福岡工業大学エコFIT

「PM2.5」って何だろう？「音の大きさ」ってどれくらい？「水を
調べる」ってどんなこと？測定体験とパネルでのご紹介です。

18 見る・知る・はかる～大気・音・水環境～
福岡市環境局環境保全課

楽しめる「エコすごろく」、「太陽光おもちゃ体験」、「家庭でで
きる地球温暖化対策を探してみようワークショップ」など

19 家庭でできる地球温暖化対策を
探してみませんか?

低炭素社会推進福岡協議会（LCFC）

福岡市周辺の多様な自然環境や生き物達を紹介。
楽しい生き物クイズや可愛い生き物達の缶バッジ作りなど、
いろいろあるよ！

25 豊かな自然を次世代に残そう！
NPO法人ふくおか湿地保全研究会

何に変身する？？ごみと思っていたものをリサイクル！
ペン立てやブレスレットをつくろう！！

20「ごみ」を減らそう！
楽しいリサイクル工作！！

公益財団法人ふくおか環境財団

SDGsや自然環境に親しむためのストラップづくりワーク
ショップを実施します！国立公園等に関するパネル展示や野
生生物グッズの配布なども行います。

21 自分だけのストラップづくり
～みんなでSDGs～

九州地方環境事務所

無地のエコバッグにペイントをして自分オリジナルのエコバッ
グを作ろう!! 手ぶらで気軽に参加OK!!

22 自分オリジナルのエコバッグを作ろう!!
公益社団法人 福岡県産業資源循環協会 福岡支部

福岡市の河川にはどのような生きものがいるのか、実物やパ
ネルの展示で紹介します。

23 川の生きものを見てみよう！
福岡市保健医療局保健環境研究所　

環境にやさしい自然素材の良さを再認識して、竹の昆虫作り
やバードペインティングを楽しもう。300円から。

24 親子手作り教室
竹の昆虫作り・
バードペインティング

西区まるごと博物館推進会　自然部会

【29日（土）】3Rについてのパネル展示
来場者に「牛乳パックで作る風車」工作キットをプレゼント！

26 ごみ減量・3Rの輪を広げよう！
西部3Rステーション

【30日（日）】射的でごみ分別
射的で当てたごみの分別方法を学ぼう！

臨海3Rステーション

楽しく学ぶマイクロプラスチックゲームと、海を元気にする
アオサのふりかけ「あおさあわせ」を販売します。

27 楽しく美味しく！
みんなで博多湾を元気にしよう！

一般社団法人ふくおかFUN

牛乳パックやチラシなどで、すてきなエコグッズを作ります。
家庭ごみの「分別クイズ」にも挑戦して今年も楽しいひとときを‼

28 一緒に作ろう！エコグッズ
～挑戦しよう！分別クイズ

七区さわやかスタッフ

福岡市の水素リーダー都市プロジェクトについて、パネル展示
等を行います。※会場の一部電力は水素でまかなっています。

29 福岡市水素リーダー都市プロジェクト
福岡市経済観光文化局新産業振興課
（グリーンイノベーション戦略担当）

・社会貢献活動ならびに環境配慮型商品に関する取組みを
　パネルで紹介
・ゴミ釣り掘りゲームに参加して環境について学ぼう！

30 イオンと一緒に環境にやさしい
お買物について考えよう！　　

イオン九州株式会社

循環型社会に向けた自動車リサイクルの取組みをパネルや動画
で紹介します。
アンケート回答者にはオリジナルグッズをプレゼント！

31 進めクルマのリサイクル！
つくろうみんなで循環型社会！

公益財団法人自動車リサイクル促進センター

福岡銀行はSDGｓ達成に向けた様々な活動を行っております。
その取り組み内容をパネル展示で紹介するコーナーです。

32「SDGs」を知ろう！
株式会社　福岡銀行

SDGsプラットフォーム　「UMILE（ユーマイル）」
リサイクル体験でUMILEがたまる！ ユニリーバ製品の使用済
空容器をご持参頂きUMILE回収ボックスに投函すると、空容器
1つあたり1UMILEポイントをプレゼント！（1ポイント＝20円）

33 Unite for Smile. UMILE ふくおか
ユニリーバ・ジャパン・
カスタマーマーケティング株式会社
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福岡市役所内 多目的スペース
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ペットボトルのキャップ（洗浄の上）

放置された釣りゴミ（ルアー、釣り糸など）

ペットボトルのキャップ（洗浄の上）

33 ユニリーバ・ジャパン製品使用済空容器

ダンボールコンポストでできた
生ごみ堆肥

ブラックライトを使って
スタンプラリーに挑戦！

スタンプラリーに挑戦

環境フェスティバル
会場で回収します

スタンプラリー
アンケート受付 0

POINT

START

雨天時はレイアウトが変更になる場合が
あります。その際はインフォメーションに
お問い合わせください。

フードドライブ受付

ライトをあてて、浮かび上がったイラストや
文字をヒントにスタンプラリーを完成させ
よう！参加者には素敵なプレゼントも♪

※景品が無くなり次第終了です。

1
POINT

2
POINT

3
POINT

5
POINT

4
POINTポイントは 5つです！
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