
フェスティバル

10:00 - 16:002DAYS

10 .2 6     
10 .2 7

SAT

SUN

入場無料
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福岡市役所西側
ふれあい広場
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環境
ダンボールや古紙（新聞紙など）と同じようにリサイクルボックスなどで回収できるのが「雑がみ」です。

など

雑がみとして出せないもの

雑がみとして出せるもの

●チラシ ●パンフレット●紙袋 ●紙箱 

●レシート ●伝票 ●ビニール

集める袋に指定はありませんので、
ご家庭にある紙袋を
活用してください。

紙袋に入れた
雑がみを環境フェス
ティバル会場に
お持ちください。※持ち手が布製、

　ビニール製の場合は
　その部分だけ
　取り除きましょう。

※画像はイメージです。

分類できたら
紙袋にまとめよう！

OK

NG

など

持っていこう！ 雑がみ

飲食ブース【リユース食器をご利用ください。】

食材・食品（フードドライブ）

ご提供いただきたい食料品
・缶詰 ・インスタント食品・レトルト食品 
・調味料 ・ジュースなどの飲料・お米 ・乾麺  など  

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
活動が「フードドライブ」です。集めた食料品は地域の福祉団体や施設にお届けします。
（運営：特定非営利活動法人フードバンク福岡）

みんなで雑がみリサイクルに挑戦！

助け合いの輪をひろげよう！

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

（例）

●油や、においのついた紙
（ピザや洗剤の箱など）
●絵の具やクレヨンで描いた画用紙 

（お菓子、ティッシュ）

［ Saturday . AND READY ］ ［ ホールフード協会 ］

地元野菜を使用した肉厚ジューシーなハンバーガー 野菜の出汁※を使用したベジブロスのカレー
※野菜の出汁には皮、種、ヘタなどの捨ててしまう部分を使用しています。※イベントでは特別メニューでご提供いたします。

10月26日（土） 10月27日（日）

ユースオーケストラ
東福岡高等学校・東福岡自彊館中学校

吹奏楽部

26日 10:20～

タイムスケジュールステージイベント

展示他

楽しいイベント
が

いっぱい！

全国でも珍しい、男子中高生だけで構成された吹奏楽部です。明るく、
楽しく、元氣よく、パワーあふれる「ヒガシサウンド」をお楽しみください。

Photo by Hiroshi Makino

ミレイヒロキの

アート教室

26・27日 13:00～

ミッキーマウスの生誕記念絵画など世界的に活躍するアーティストの
「ミレイヒロキ」によるアート教室。みんなで描いたお花で，フォトスポット
を完成させましょう。

ECOファッションショー

香蘭ファッションデザイン専門学校

26日 15:30～

福岡のファッション教育のパイオニアである同校ファッションビジネス科２年生
がエコをテーマとしたリメイク作品ファッションショーを行います。学生自身の手
でデザイン、縫製を行い、モデル、演出まで手掛けます。どうぞお楽しみください。    

2015年6月福岡にて結成。楽曲の特徴は博多弁の歌詞がマッチしたスカコア調
が中心のバンドサウンド。7月に福岡最大の夏フェス「NumberShot」に念願の
初出演、9月からは九州を中心に全国12箇所でのライブハウスツアーを開催中。

絵本読み聞かせライブ

えとおとスケッチ

26・27日 12:15～/14:30～

絵本のよみきかせにウッドベースやピアノの生演奏で物語を彩る、いつ
もより特別な「よみきかせ」です。体を包み込むような音色、軽快なリズ
ムを楽しい音楽とともにお届けします。

「私たちのエコ」トークショー

27日 11:30～

雑誌やインスタグラムで人気のインフルエンサーが語るライフスタイル。
おしゃれなエコバックや愛用しているマイボトルなどを紹介します。

Fukuoka いーとプロジェクト

ばってん少女隊 ライブ

26日 11:45～ 27日 13:45～

SDGs学生フォトコンテスト2018

入賞作品展示

新鮮野菜

エコグッズ

販売
協力：国連広報センター、上智大学

大賞（外務大臣賞）　
星野雄飛（上智大学）「不調和」

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。トヨタ・日産・三菱・
ホンダをはじめ、ボルボ・フォルクスワーゲン・MINIが出展予定。非常時の電源として活用可能な性能を生かし、
給電デモンストレーションも実施します。環境に優しく燃費性能の高い次世代自動車を体感してみませんか？

次世代自動車展示・試乗会

オリジナルグッズ
　　　　 をプレゼント！

（ノートなど）

福岡市の環境シンボル
キャラクター「エコッパ」

AFRO FUKUOKAインフルエンサー

※試乗の受付は終了時間の30分前まで。

漂着プラごみで作ったオブジェ展示  柴田みなみ

九州大学の謎解き企画サークル「Quest」　　　 が贈る

SDGsなぞときラリーゲームに挑戦！！
SDGsに関する謎に答えて、オリジナル缶バッチをゲットしよう！
その答えの鍵を握るのは、ミス・アース・ジャパン福岡大会のファイナリストたち！

ユースオーケストラ

開催 マイバッグ、マイボトルを
ご持参ください。

主催 : 環境フェスティバルふくおか2019実行委員会（事務局:福岡市環境局環境政策部環境政策課）
協賛:イオン九州株式会社/エフコープ生活協同組合/エプソン販売株式会社/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/
コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社/西部ガス株式会社/福岡市地球温暖化対策市民協議会

10月26日（土）13:30～16:00 市役所15階講堂
で同時開催

福岡市地球温暖化対策シンポジウム

～みんなで知って、備えて、行動しよう～

専門家が、国の施策動向や自然災害、熱中症、外来生物への
対策などを分かりやすく解説します！

気候変動の影響から
「いのち」を守る取組み
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無料
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緑のカーテン
コンテスト表彰式

空き缶びん協会 
「小・中学生ポスターコンクール」
表彰式

Fukuokaいーとプロジェクト
ばってん少女隊 ライブ

Fukuokaいーとプロジェクト
ばってん少女隊 ライブ

絵本読み聞かせライブ

絵本読み聞かせライブ

絵本読み聞かせライブ

絵本読み聞かせライブ
ミレイヒロキのアート教室
「福岡市を花でいっぱいに！」

ミレイヒロキのアート教室
「一人一花を咲かせよう！」

電気楽器で遊ぼう！
エレキギター&リズムセッション

電気楽器で遊ぼう！
エレキギター&リズムセッション

ECOファッションショー

 「私たちのエコ」トークショー

26日 10：00～16：00  27日 10：00～15：30

なぞときラリーゲーム

一般社団法人アースプロジェクト福岡（ミス・アース）

挑戦しよう！

（※春乃きいなさんは、出演されません。）



省エネ・創エネゾーン

3Rゾーン 環境学習ゾーン 自然保護ゾーン

福岡市地球温暖化対策市民協議会
オリジナルMyえんぴつをつくろう! 
他にも，わくわくエコスクールや太陽光発電・蓄電池の
説明展示など盛りだくさん!

見て! 知って! 作って! エコを始めよう!1

福岡市環境局環境・エネルギー対策課
緑のカーテンコンテストの全応募作品を展示!
今年度は「一人一花賞」を創設して華やかさもアップ!
地球温暖化を学べる地球儀も登場!

令和元年度「緑のカーテンコンテスト」
結果発表！

2

北九州市環境局温暖化対策課・
北九州市エコタウンセンター
福岡市と北九州市の相互連携の一環として、北九州市
の取組をパネルで紹介し、どなたでも気軽に参加できる
ワークショップを開催します。

キタキュー☆エコワークショップ
～気軽にエコを体験しよう！～

3

株式会社NTTファシリティーズ
「エコロじい」といっしょに電気の大切さ、発電の大変さ
を体験しよう! その他にも展示パネルやエコゲームも
あるよ!

エコロじいといっしょに
環境について学ぼう！

4

福岡市地下鉄
環境に優しい乗りもの「地下鉄」。地下鉄・バス・自動車
のCO₂排出量を比べてみよう。地下鉄グッズのプレゼント
や忘れ物傘販売も。

「駅まで歩く，駅から歩く。」
～SUBWAY DIET～　

5

花王グループカスタマーマーケティング株式会社
お家でできるかんたんなエコをクイズ形式で紹介! 
参加者には使うだけでエコになる商品サンプルを
プレゼント!

いっしょにｅｃｏ6

低炭素社会推進福岡協議会(LCFC)
家庭でのCO₂の削減に向けて、楽しみながら、エコクイズ、
再エネ体験、エコすごろくなどに参加してみませんか。

CO₂の削減を目指して、
家庭のエコを楽しもう。

7

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
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‼

15

かんたん たのしい エコモノ作り
環境たくみの会
使わなくなったものもアイディアしだいで素敵に大変身!
好評! リユース傘アートほか

17

10月は食品ロス削減月間!!
Fukuokaいーとプロジェクト（福岡市環境局）
食品ロスってなに? どうやったら減らせるの? 生ごみの
減量方法を学びます。参加賞つきのごみ減量水切り
体験ゲームもありますよ！

18

不用なものを再活用！
エコで楽しいもの作り体験

福岡市西部3Rステーション
不用なものを再利用したもの作りが体験できます。もの
作りを楽しみながら、「3Ｒ」について考えてみませんか?

19

七区さわやかスタッフ

一緒に作ろう! エコグッズ 
挑戦しよう! 分別クイズ

16

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。家庭ゴミの「分別クイズ」にも挑戦して今年も楽しい
ひとときを!!

映像を見て考えよう!
ー私たちに、今できることー

環境フェスティバルふくおか2019実行委員会
私たちが直面している環境問題をテーマにした動画や環境
行動賞受賞団体PR動画などを巨大モニターで放映します。

24

SDGsゾーン
SDGsカラーで
すてきなぬりえやミサンガをつくろう

アジア太平洋都市サミット
カラフルな色を使ってぬりえやかわいいミサンガを作って
みよう‼ 先着50名様には世界のトランププレゼント!

41

私たちのSDGs!
環境フェスティバルふくおか2019実行委員会
「撮ってみよう! 日本で見つけたSDGs」をテーマに実施
されたSDGs学生フォトコンテスト2018の受賞作品を
展示します!

43

漂流プラごみが、素敵なオブジェに変身!
環境フェスティバルふくおか2019実行委員会
プラごみなどで作ったオブジェを展示! 福岡市を拠点に
活動するアーティスト柴田みなみさんのメッセージを感
じてください。

42

未来のために、行動する。クールチョイス
九州地方環境事務所福岡事務所
1．海ごみ問題
2．地域循環共生圏のテーマを中心に私たちが立ち向
かっていかなければならない課題について来場者と
考える展示

27

環境クイズとおがくず粘土工作で楽しもう!　
エフコープ生活協同組合
環境パネルの展示と環境クイズ。
もくねんさん（おがくず粘土）工作のワークショップ。
(材料費100円）

28

海と山の自然を楽しもう！
福岡市立背振少年自然の家
福岡市海の中道青少年海の家
自然から楽しく学ぶ方法をご紹介しています! 
海と山の魅力がたくさんつまったブースに、ぜひ遊びに
きてください♪

25

「フロン排出抑制法ってなぁに？」
一般社団法人福岡県冷凍空調工業会・
福岡県環境部環境保全課
平成27年4月施行されたフロン排出抑制法について 
パネルを見ながら質問に回答して下さい。解らない所は
詳しく説明致します。

26

イオンと一緒に
環境に配慮したお買物について考えよう!

イオン九州株式会社
社会貢献活動ならびに環境配慮型商品に関するパネル
の展示、環境に配慮した商品の展示ご紹介ならびに販売、
抽選会の実施（エコグッズの進呈有）

32

ダンボールコンポストと
有機野菜でたのしい循環生活

NPO法人循環生活研究所
有機野菜と加工品の販売・ダンボールコンポストの紹介・
活動の展示で出店。台所から始まるたのしい循環生活を
提案していきます。

31

福岡市環境局環境保全課
「PM2.5」って何だろう？「水を調べる」ってどんなこと?
「音の大きさ」ってどれくらい? 測定体験やパネルでの
ご紹介です。

見る・知る・はかる～大気・水・音環境～30

西区まるごと博物館 自然部会
竹の活用を理解して、竹の昆虫を作ろう。300円から。

親子手作り教室 竹細工で昆虫を作ろう。29

使用済みの紙から、
オフィスで新たな紙を生み出す。

エプソン販売株式会社
Paper Labは、水を使わず使用済みの紙から手元で
新たな紙をつくる「小さなサイクル」を実現し、循環型社会
の実現に貢献します。

23

「ごみ」かそうでないかはあなた次第！
公益財団法人ふくおか環境財団　
身近にある不用なものを工夫して使おう! 古紙やロール
芯などの廃材が素敵なものに大変身!

22

学ぼう、自動車リサイクルのこと！
公益財団法人自動車リサイクル促進センター
循環型社会に向けた自動車リサイクルの取組をパネル
や動画で紹介。リサイクル資源の展示、ゆるキャラとの
交流もあり。

21

エコなものづくりを楽しもう。
福岡市臨海3Rステーション
3Ｒものづくりワークショップ「木で作るロボット」。
端材を組み合わせてロボットを作ってみよう。

20

U-30ゾーン
オリジナルエコバッグを作ろう！

福岡工業大学 環境学生組織 えこ FIT
ブースでは、エコバッグを無料配布しています。
自由にカラーリングをして、自分だけのオリジナル
エコバッグを作成しませんか。

37

簡単なおもちゃを作って
エコ工作を楽しもう!!

福岡工業大学環境サークルオアシス部
牛乳パックなどの捨ててしまう材料を使って、簡単なおも
ちゃを作ってエコ工作を楽しもう!! (パッチンカエル制作)

38

身近な生き物の出張水族館
福岡大学 はかたわん海援隊
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!

39

河原で遊ぼう
ーやってみようロックバランシングー

福岡県立柏陵高等学校
川は、子どもが遊びながら自然との付き合い方を学ぶ
場所です。そんな川遊びの一つ、ロックバランシングを
天神で体験しませんか？

40

福岡・博多湾の魅力を楽しく発信! リアルな海を写真や
映像を通じてお届けします。一緒に海と私たちの生活
の繋がりを考えよう♪

一般社団法人ふくおかFUN
～ふくおかの海と人をつなぐ～33

博多湾や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、動画で紹介します。

福岡市環境局保健環境研究所
福岡の水辺の生きものを見てみよう!34

自然の中にある木の実、種、葉っぱ、茎などを用いた遊びの紹介
福岡県自然観察指導員連絡協議会（ナイス福岡）
自然と遊ぼう 自然に学ぼう35

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生き物達の可愛い缶バッジ作り
など、いろいろあるよ！

NPO法人ふくおか湿地保全研究会
豊かな自然を次世代に残そう!36

福岡市役所西側
ふれあい広場
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会場で回収します！

SDGsゾーン
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46

使用済みコピー用紙 (A4、A３)

未使用、未開封の食料品など
(缶詰、インスタント食品、調味料など)

雑がみ
（ティッシュやお菓子の空き箱などを紙袋に入れて）

放置された釣りゴミ（ルアー、釣り糸など）

ペットボトルキャップ（洗浄のうえ）

牛乳パック（洗浄のうえ）

ダンボールコンポストでできた堆肥を回収し、
新しい基材と交換します。10月24日までに
循環生活研究所にお電話ください。
(要予約) TEL 092-405-5217

Step
1

Step
2

Step
3

■ お買い物はマイバッグで

9

新鮮な野菜販売
26日 博多じょうもんさん市場 / 27日 石井ピュアファーム

エコグッズ販売
インフルエンサーお薦めのオシャレなエコグッズがたくさん!

■ ドリンクは、マイボトルに

10 給茶機コーナー
お茶などを無料で提供します! マイボトルを利用してね。

■ ご飯を食べるときは

11 リユース食器の貸出
ご飯を食べる前に食器を借りてください。
（100円をお支払いください）

オーガニックフード販売12

13 ベジブロスフード販売
ベジブロスって、こんなに美味しい!
ベジブロスで作ったカレーライスを販売します。
（一般社団法人ホールフード協会）

14 リユース食器の返却
食べ終わったら、食器専用洗い場で洗浄後、
返却してください（100円をお返しします）

47

ツキイチマルシェ、ツキイチフリマ
リトルママの大人気企画です!44 45

大人気のレモンケーキやハンバーガーを
お楽しみください。（Saturday.&Ready）

環境フェスティバルふくおか2019 の楽しみ方
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