
（出演時刻は変更になる場合があります）
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ECOLOGY  FESTIVAL  IN  NISHI  WARDECOLOGY  FESTIVAL  IN  NISHI  WARD

西区eco特区宣言！
～地球をすくう3R～
西区eco特区宣言！
～地球をすくう3R～

マイバッグキャンペーンキャラクター  モッテコちゃん
福岡市の環境シンボル
キャラクター エコッパ

必ずマイバッグをお持ちください。
フリーマーケットや物販コーナーには
レジ袋はありません。
※当日はこのチラシをご持参ください。

※雨天決行（フリーマーケットのみ雨天中止）
※一部有料コーナーがあります。

平成31年3月10日㈰
10：30～16：00

（各コーナーは15：30まで。ホールイベントは16：00まで）

西市民センター及び
西区役所駐車場
（福岡市西区内浜1丁目4-1）

入場無料 手話通訳あり

会　　場

日　　時

こども
かえっこバザールの
参加方法

こども
かえっこバザールの
参加方法

ステージプログラム 西市民センターホール

おとな
かえっこバザールの
 参加方法

おとな
かえっこバザールの
 参加方法

BOOK
BOOK
本市

BOOK
BOOK
本市

１

あそばなくなった
オモチャをいえから
もってくる。

２

「かえっこバンク」へ
もって行き、「かえる
ポイント」をもらう。

３ ４

ちゅういとおねがい

「かえるポイント」を
つかって、すきなオモ
チャとかえっこ！
たいけんコーナーや
ゲームで「かえるポイ
ント」を集めよう！

ためたポイントで
オークションに参加！
のこった「かえるポイ
ント」は、次の「かえっ
こ」でもつかえるよ！

★こわれたオモチャはもってこないでね。
★カード類はひとつにまとめてもってきてね。
★ポイントになるオモチャは10個までです。

★最近洗ったもの、汚れがあっても目立たな
　いもの、他の人に喜ばれるだろうと思われ
　るものに限ります。
★入場制限があります。
★マイバッグをお持ちください。

１

ほかの方に譲りたい
ファッションアイテム
を持ってくる。

２

クイズに参加する。

前日まで、もしくは当日に
おススメの本をお持ちくだ
さい。

指定のフロアでエコ体験をして　　　　を
もらおう！
スタンプを6個すべて集めたらセンター1階
「スタンプラリー景品交換所」に持ってきてね。
くじを引いて景品がもらえるよ♪
 （景品の数には限りがあります）

西市民センター1階 西市民センター3階 西区役所駐車場

どこでもOK どこでもOK どこでもOK

３ ４

注意とお願い

★マイバッグをお持ちください。

注意とお願い

お気に入りのファッシ
ョンアイテムを探す。

気に入ったアイテム
があれば10点まで持
ち帰れます。

おもちゃをもっ
てこなくても参
加できるよ！

持ってこな
くても参加
できます。

持ってこな
くても参加
できます。

演目の中にも環境メ
ッセージを入れる工
夫をしています。
みなさん見に来てく
ださい！

１

皆さんから預かった本が
机の上に並んでいます。

２

気に入った本があ
れば、自由に持って
帰れます。

３
集めています！ ※会場図（ウラ面）に書いてある番号の

　ところにそれぞれ持ってきてください。

廃食用油（ペットボトルに入れてお持ちください）
使えなくなった古着、古布（下着、防寒着、皮革製品等は不可）
本
ふろしき、スカーフ、ハンカチ（タオルハンカチは不可）
未使用柄タオル
双眼鏡、望遠鏡（まだ使用可能なもの）
家庭で眠っているエコバッグ
小型電子機器（携帯電話、デジカメ、コード・ケーブル類など）

主催
共催

協

協賛

西区役所、福岡市西部3Rステーション

公益財団法人ふくおか環境財団

交通アクセス 西区内浜1丁目4-1（JR・地下鉄姪浜駅より徒歩3分）

お問い合わせ 西区役所生活環境課
TEL：092-895-7054　FAX：092-882-2137
E-mail：seikatsukankyo.NWO＠city.fukuoka.lg.jp

※環境イベントのため、公共交通機関をご利用ください。

環境たくみの会（ふくおか環境倶楽部、ベスタ、姪浜駅南エコクラブ、エ
コファイブ、クロッカス、ふくおか大地といのちの会、エフコープ生活協
同組合、環境たくみの会助っ人バンク）、西田商運株式会社、エフコー
プ糸島区域委員会、かなたけの里公園、5校区スーパー4店舗レジ袋削
減作戦チーム会、西区まるごと博物館推進会、工房織音（ORIOTO）、
株式会社ミカサ、グリーンコープ生活協同組合ふくおか、あそびの館、
九州大学大学院工学研究院生態工学研究室、日本船舶海洋工学会海
洋教育推進委員会、西区環境活動連絡会議

私たちはレジ袋削
減を

実践して出場資
格を

得ました！

景品提供：公益財団法人ふくおか環境財団

24
27

出演時刻

10：45

11：00

11：35

11：45

12：05

12：25

12：45

13：15

13：45

14：00

14：15

14：35

14：50

15：15

15：40

15：50

団 体 名

北崎太鼓　海音

オープニング

めいのはま　楽舞隊

福岡市立玄洋中学校　演劇部

アートフリージュニア

児童劇団「大きな夢」　福岡子どもミュージカル

ママゴスペラーズ

劇団HallBrothers

ラ・マヒナ・ジュン　元岡教室

愛宕浜太鼓　Buckets

福岡市立福岡西陵高等学校　ダンス部

3mmit☆

九州大学アコースティックギターサークル　unplugged

EJC～EMIKA　JAZZDANCE　CLUB～

じゃんけん大会

エンディング　～テーマソング「3R」～

演 目

踊り

演劇

ダンス

ミュージカル

ゴスペル

演劇

フラダンス

バケツ太鼓

ダンス

ヒップホップダンス

アコースティックギター

ジャズダンス

（エイサー炭坑節、
 　よさこい黒田武士）

和太鼓

●オープニング講演「海の環境とエネルギー」  　●環境○×クイズ

特別出演

センター３階センター２階 センター４階
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出入口

図書館 児童図書館

音楽室

実習室

ベビーカー
置き場

事務室

視聴覚室

第一・第二会議室

出入口

1F

2F

3F

4F

総合案内所 スタンプラリー
景品交換所

パッカー車

ステージ ホール1階

ホール2階

　こどもかえっこバザールに参加するためには、かえるポイン

トが必要です。会場図の　　マークがついているブースでかえ

るポイントをためよう！詳しくは表面の参加方法を見てね。

西区環境フェスタとは…？

西市民センター

西区役所駐車場

「環境をよくしたい！」「環境をよくしたい！」
市民が熱い想いで
創りあげた市民参加型イベント。
あなたも今日からエコ仲間！

リデュース各コーナーの
色分け リユース

リサイクル 温暖化対策 自然環境保全

ごみ減量・省エネのキーワード
3R（スリーアール）とは？

R Reduce（リデュース）
ごみを減らすこと

R Reuse（リユース）
繰り返し使うこと

R Recycle（リサイクル）
資源として再利用すること

屋 外
（西区役所駐車場）

屋 内
（西市民センター）

エコ飲食コーナー エンジョイ！たま入れ＆おいしいホットコーヒー

パッカー車実演と“3R”〇×クイズ

家庭生ごみを肥料に変えて、
豊かさを手に入れるコーナー

廃紙、テープ、木の葉で虫ほか
面白いものを作ろう！

マイ小型家電を分解してキーホルダーを作ろう！海洋教育フォーラム「海の環境とエネルギー」

環境たくみの会
フリーマーケット＆手作り品販売

使えなくなった古着を回収します！！

これは美味しい！元気だご汁 使用済食用油のリサイクルシステム

フリーマーケット世界に1つだけの『マイ箸』作りでecoライフ

竹で遊ぼう！竹で作ろう！

BOOK BOOK 本市

西区の砂浜と干潟のお宝展

クラフトを使ったものづくり

レシート芯と古布でペン立て作り

おとなかえっこバザール

リユース傘布やハギレで小物づくり

こどもかえっこバザール

エコバッグ＆活動パネル展示

簡単デコパージュのコースター作り

さをり織りで遊ぼう

古布でコサージュ作り

親子手づくり教室

牛乳パックで作る絵合わせキューブ

リユース食器を使い、ごみの発生を
抑えた飲食ブースです。

パッカー車を使ったごみの収集の実演と
“3R”〇×クイズをします。クイズ参加者には
粗品をプレゼント！

「たま入れ」ゲームで、子どもも大人も楽しく遊びませ
んか。おいしい、あったかいコーヒーもありますよ。
◆ゲーム1回50円　◆ホットコーヒー1杯100円

いり子と昆布でだしを取り、野菜を丸ごと調理し
たので、海のミネラルとファイトケミカルがたっ
ぷりです。ばりうまかよ！　◆だご汁1杯150円

使用済食用油のリサイクル、CO2削減の取
組みの紹介。回収した食用油でBDF燃料を
作っています。販売もあり。

生ごみは自然の恵みの一部です。これを蘇ら
せるために新たな視点で開発した『コンポス
ト』を紹介しています。◆300円～ 花苗無料

木曽檜を使ったマイ箸作りや、『国際味覚審
査機構・優秀味覚賞☆☆受賞』のノンホモ
牛乳試飲もやっています！

フリーマーケットはまさにリユース！ごみ減量の
第一歩。マイバッグを持って、掘り出し物を見
つけに来ませんか。

破れていてもOK！洗濯し、乾かして袋等に入
れてお持ちください。（下着、防寒着、皮革製品
等は回収できません）

フリマの売上金は毎年寄付しております。
手作り小物なども販売します。

竹馬・竹カッポで遊べるよ！竹カッポは作って
持って帰れるよ！無料で竹馬の試乗もできる
よ！　◆材料費100円

「うちでは読まない」だけど「誰かに読んでほし
いな」ミカサが無料の古本市を開催します。
不要な本の引取も大歓迎です！

西区の砂浜と干潟の珍しい生き物や風景に
ついてカブトガニと貝殻から楽しく学びます！
協力：すみよい今津をつくる会

簡単で楽しく出来るよ！  当日お楽しみに！

身近で不用なものを使ったもの作り体験。レ
シート芯と古布を再利用してオリジナルペン
立てを作ろう！

ファッションアイテムを再利用しよう！気に入っ
たアイテムを持ち帰れます。
（参加方法は裏面にあります）

ハギレでかわいい手帳やメッセージスタンド、
オリジナルボックス等、作ってみませんか。

おもちゃの交換、オークション、環境クイズ、
工作体験。（参加のしかたは裏面にあります。）

「小さなバッグで大きなエコ」地域ぐるみでマ
イバッグ持参によるレジ袋削減に取り組んで
います。

帯芯を使って作ったコースターにデコパー
ジュをします。

廃棄物、不用品、安価な材料を活用して色 と々楽
しいものが作れます。伝統のあそびを覚え次の世
代に引き継ぎたいものです。◆材料費　木の葉
使用の物は無料、他100～300円

手織り体験ワークショップ＆残り糸や端切れ
を利用して、オンリーワンのアルバムを作ろ
う。◆材料費500円

古布を利用して、おしゃれなコサージュ作り。

竹細工を作ったり、塗ったりしながら、紙芝居
で竹と環境を考えます。竹細工の販売もあり
ます。◆材料費　300円

海洋での再生可能エネルギー開発や低環境負担の新型船への
取り組みなどの講演を通じ、海洋環境への理解を深めましょう。

自分で絵を描いたり、シールを貼ったりして
作ったキューブを、崩したり組みたてたりして
遊べるおもちゃです。

使用済み小型家電を回収します。また、持ってきた小
型家電を分解して、部品でキーホルダーを作ってみよう！

［エフコープ糸島区域委員会］

［環境局・西の会］

［環境局　資源循環型推進課］

［ふくおか環境倶楽部］

［グリーンコープ生活協同組合ふくおか　福岡西支部］

［環境たくみの会］

［福岡市西部3Rステーション］

［かなたけの里公園］

［ふくおか大地といのちの会］ ［西田商運株式会社］

［株式会社ミカサCSR推進チーム］

［九州大学大学院工学研究院生態工学研究室・附属環境工学研究教育センター］

［エコファイブ］

［姪浜駅南エコクラブ］ ［クロッカス］ ［福岡市西部3Rステーション］

［エフコープ生活協同組合］ ［公益財団法人ふくおか環境財団］

［ベスタ］ ［5校区スーパー4店舗レジ袋削減作戦チーム会］

［ベスタ］

［あそびの館］

［工房　織音（ORIOTO）］

［西区まるごと博物館推進会］

［日本船舶海洋工学会・九州大学］ ［環境局 環境科学課・資源循環推進課］

《会場図》

　 おとなかえっこバザールに
参加される方は、この階段を
のぼり、矢印の通り進んでね！

マークってなぁに？
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