
※天候などにより内容の変更、または中止になる場合があります。 ※天候などにより内容の変更、または中止になる場合があります。 

入場
無料

未来へつなごう！ 人と環境にやさし
いまち さが！

会場 佐賀県立森林公園佐賀県立森林公園
佐賀市久保田町大字徳万 1897佐賀市久保田町大字徳万 1897

かいじょう

平成29年平成29年

10：00 ～ 16：0010：00 ～ 16：00
10/10/1414 ・・1515

図書カード
1,000 円 ×30本
50本図書カード

500 円×

同時開催イベント

ガラポン＠スタンプラリー景品紹介

景品の抽選は、ガラポンを回していただき、出てきた玉の色で決定します。景品の抽選は、ガラポンを回していただき、出てきた玉の色で決定します。

種類選べます。早い者勝ち！種類選べます。早い者勝ち！

特  　賞 バラエティ賞

■アクセスマップ

来場者
臨　時
駐車場

（嘉瀬川河川敷）

×2日

×2日

日時
にちじ

環境活動に関する紹介
環境活動に関する紹介
環境活動に関する紹介
環境活動に関する紹介

スタンプラリー
スタンプラリースタンプラリー
スタンプラリー

●写真はイメージです。（昨年度のもの利用しています）●写真はイメージです。（昨年度のもの利用しています）

～いろいろなブースを回ってスタンプを5個集めよう！～

エ コ 活 動
体験ゾーン

エコ商品・技術
体験ゾーン

エコ工作・エコ遊び
体験ゾーン

STAMP STAMP STAMP

スタンプを５つ集めたらガラポン
を 1 回まわせます。
スタンプを５つ集めたらガラポン
を 1 回まわせます。スタンプラリーカードは「本部」で配布します。イベントマップは中面を、景品は裏表紙を見てね！スタンプラリーカードは「本部」で配布します。イベントマップは中面を、景品は裏表紙を見てね！

ガラポンを回して
景品を当てよう！
※ お一人様 1 日 1 回限り 

×２つゲット ×２つゲット×１つゲット

大当たり

協 賛

にこにこ “さがし”ウォーク2017

森林公園音楽会
十五夜音楽会実行委員会 Presents15日

14日 15日

１４日・15日 10：00～16：00 10：00
　～14：00

土木のイメージアップ連絡協議会

さが環境フェスティバルイベント会場内

（場所：小ステージ）
出演者：伊万里中学校吹奏楽部、佐賀北高等学校吹奏楽部
　　　 佐賀市民吹奏楽団、In good spirits
　　　 佐賀マーチングバンドVAUDEVILL VANGURAD

集合：小ステージ ／ 開会式：9時 ／ コース：園内コース 10：30
　～12：30 （問）：同ウォーキング大会事務局/佐賀新聞アド・クリエート部内　☎0952-28-2141

さが健康寿命UP健康ウォーキング大会
９：30　芝生広場で受付開始 要事前申込

ステージイベント
ステージイベントステージイベント
ステージイベント

参加体験・工作ブース
参加体験・工作ブース
参加体験・工作ブース
参加体験・工作ブース

株式会社 バイオテックス／株式会社 アルビータ／特定非営利活動法人 OSEN
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社／有明未利用熱利用促進研究会／
株式会社 和泉プロパン／株式会社 S＆K佐賀／株式会社 海洋技術研究所／
九州水工設計 株式会社 ／キュウセツＡＱＵＡ 株式会社／佐賀県商工会連合会／
特定非営利活動法人 佐賀大学スーパーネット／有限会社  SUNシステム／

シンエイメタルテック 株式会社／株式会社 西村土木建設／
日本エコライフ 株式会社 ゆめソーラー佐賀店

■主催／さが環境コラボ（事務局：NPO法人 温暖化防止ネット）、佐賀県立森林公園指定管理者（葉隠緑化建設・佐賀広告センター
グループ） ■共催／佐賀市 ■後援／NHK佐賀放送局、サガテレビ、佐賀新聞社、西日本新聞社、朝日新聞社、読売新聞西部本社、
毎日新聞社、NBCラジオ佐賀、エフエム佐賀、ぶんぶんテレビ 、佐賀県「ストップ温暖化」県民運動推進会議、佐賀市環境保健推進協議会、
佐賀市地域婦人連絡協議会

楽しい内容が

　　盛りだくさん！楽しい内容が

　　盛りだくさん！
楽しい内容が

　　盛りだくさん！楽しい内容が

　　盛りだくさん！

土土土土 木木木木 ２０１７２０１７２０１７２０１７ェェェェフフフフ アアアア

学

自販機

小ステージ

（嘉瀬川河川敷）



■会場レイアウト図 至 駐車場 →

みどりの森県営球場正面入口

本部・インフォメーション

… エコ活動体験ゾーン

… エコ工作・エコ遊び体験ゾーン

… エコ商品・技術体験ゾーン

… 飲食販売ゾーン

01 本部0809 07 06 05 04 03 02

1014353637

34　土木フェア 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

3839

414243 40 1516171819

ステージ

交流休憩広場交流休憩広場

エコカー展示

はたらく車
展示コーナー

教えてください！あなたの環境にやさしい選択／オリジナル布エコ
バッグづくり／エコドライブシミュレーター体験　　景品　　

スタンプラリー景品交換

01 日本野鳥の会　佐賀県支部
野鳥の写真・「県鳥 カササギ」の巣の展示／牛乳パックを使った
エサ台づくり／野鳥のぬり絵　  野鳥のハガキ、羽根のしおり

19 国土防災技術(株) 佐賀営業所
虹の松原の松葉などを原料とした「フルボ酸」含有シャンプー・機
能性強化基盤材の紹介　　シャンプーのサンプル

28 ルチア
弁当、カレー、豚汁、ウィンナー

36

いいね！COOL CHOICE 佐賀市環境政策課×温暖化防止センター

スタンプラリーカード配布・ガラポン

02

東よか干潟クイズ／缶バッジ作り／ラムサール条約湿地について
のパネル展　 　景品

ラムサール条約湿地 東よか干潟　佐賀市環境政策課03

３Rに関する展示・クイズ
　 エコグッズ（クイズ全問正解者へ）

佐賀市循環型社会推進課×NPO法人 循環型 環境・農業の会04

スポーツ自転車の展示・試乗体験／サイクルツーリズム推進の取
組及び推奨コースの紹介／自転車に関するクイズ等

サイクルツーリズム勉強会05

ブースまでお持ちいただいた自転車の無料点検
※修理は行いません

チャリさがさいせい06

藻類によるまちづくり等についての紹介／藻類商品の試飲／ハン
ドマッサージ　　緑汁1回分（アンケート回答者へ）

SAGA藻 わたしたちのみらいact2 佐賀市×佐賀商業高校07

トマト発酵飲料「八好美人」の販売／環境問題に関するパネルの
展示

佐賀商業高校 さがまなびや08

AEDを使った心肺蘇生法の体験／白衣を着て写真撮影（小学生
以下）／医学部学生による健康チェック、血圧、握力測定

佐賀大学医学部学生サークル 睦楽朗＆SILS09

こどもの感性を育む環境教育プログラム（自然体験工作など）

佐賀女子短期大学 櫃本研究室16
太陽光システムの紹介
　 素敵な景品が当たるガラポン抽選（アンケート回答者）

ゆめソーラー さが店25

ミニ盆栽づくり（①10：00～②13：00～ 各10名）／寄せ植え
（①11：00～②14：00～ 各10名） ※有料

森林公園わくわく広場11

ミニ水族館／いきもの探険隊in森林公園（①10：30～②13：30～
各20名）※一部有料

森林公園×ネイチャー佐賀10

身近な水辺にすむ生きもの紹介（水槽・パネル）／ホタル等の調査
研究活動紹介／ホタルに関するクイズや折り紙等の工作教室

ワークショップ水環境（佐賀環境フォーラム）12

環境紙芝居の上演／チリメンモンスター教室／ゴミ分別ゲーム
　　折り紙（体験者へ）

えこいく（佐賀環境フォーラム環境教育班）13

薪ストーブ実演によるふるまい／薪ストーブ燃料「松竹薪」を使ったゲー
ム／虹の松原再生・保全活動PR動画上映

NPO法人 唐津環境防災推進機構KANNE14

木片工作
　 さがの樹、苗木、ミニバラ（アンケート回答者へ）

みどりのネットワークづくり団体15

環境教育ワークショップ「自分でエネルギーを作ってみよう」／
TVモニター・パネル展示による活動紹介

あおぞら教育プランニング（環境教育支援コンソーシアムⅡ事務局　）17

自然素材（きのみ・小枝・貝がらなど）を使ったクラフト体験※有料
／商品販売

NPO法人 みんなの森プロジェクト18

再生可能エネルギー関連パネル展示／ゲートポンプ説明用DVD
放映

(株)ミゾタ30

OSENの活動紹介
　 ボールペン

NPO法人 OSEN29

未利用熱技術の紹介（パネル、立体模型展示）
　 ガラポン抽選（缶バッジ）

有明未利用熱利用促進研究会31

下水道の流れの紹介（マンホール～下水処理・汚泥処理（堆肥化
））　  肥料サンプル、マンホールカード

佐賀市上下水道局・(株)S&K佐賀32

災害用トイレの展示／マンホールクイズ／マンホール拓体験　  
　ガラポン抽選（ムツゴロウ等がデザインされた缶バッジ・グッズ）

日之出水道機器(株)33

レンガでつくるアーチ橋体験／ダム模型による洪水調節実演／
はたらく車の展示・体験乗車(野球場駐車場特設コーナー）／
パネル展示など　　
　ポケットティッシュ、カロリーメイト、キャンディーなど

（土木のイメージアップ連絡協議会）土木フェア34

回転焼き、アイスクリーム

夏秋冷菓35

パン、さをり織り商品、焼き菓子、水耕レタス

かささぎの里38

ポップコーン、アイスコーヒー、オレンジジュース

オレンジ37

菓子類（かりんとう、ラスクなど）

ワークピア 天山39

カレーライス、うどん

北川副女性の会40

洋菓子類（クッキー、マドレーヌ、マフィン、パウンドケーキ）

レインボーハウス41

野菜、クラフト小物

就労支援事務所 みのり42

クリーンディーゼル車 2台（CX-5、デミオ）の展示・紹介

(株)佐賀マツダ20

西洋しっくいで記念手形づくり体験

(株)山東美建21

日本の杉で、木工作、マイはしづくり。木を使うことは、森や山を守
ること。まちに暮らす私たちにもできることがあります。

(株)未来工房22

住宅の断熱材についての実験・パネル展示・パンフレット配布／
無料血圧測定

SAGA健康・省エネ住宅推進協議会23

(株)和泉プロパン
太陽光発電に関する展示・紹介（実物のパネル、発電の仕組み等）
　ガラポン抽選（アンケート回答者へ）

24

綿菓子、しいたけ、雑貨

ともしび43

太陽光パネルの展示等

（有）SUNシステム26

不動産に関する無料相談／省エネ住宅の紹介

（公社）全日本不動産協会 佐賀県本部27

エコ活動体験ゾーン

エコ工作・エコ遊び
体験ゾーン

エコ商品・技術
体験ゾーン

ステージイベント

飲食販売ゾーン

マークはプレゼントなどの内容です。

同時開催イベント

むつごろう

111213

４４

チキンカレー、から揚げ、おからコロッケ

まる工房（ケータリングカー）4４

ペットボトルのキャップを
集めています！

ペットボトルのキャップを
集めています！

15日　13:00～16:00　消防自動車展示
※天候や出動の状況により中止になる場合があります。

土土土土 木木木木
２０１７２０１７２０１７２０１７

ェェェェフフフフ アアアア

開会・歩絵夢ダンスステージ

ピエロのみみちゃんバルーンアートショー

有明ガタゴロウトークショー・記念撮影会

10:00～10:30

10:30～11:50

14:30～15:00
パフォーマンスユニットPUYEY
おはなし「森とまちを、未来へつなぐ」

10:30～11:00

１４日

１５日

森林公園クリーン大作戦！

詳細はこちら→

九州エコライフポイント
九州エコ
ライフポ
イント

100円券
九州エコライフポイント

九州エコ
ライフポ
イント

100円券

九州エコライ
フポイント

九州エコ
ライフポ
イント 100円券

※画像はイメージです。※画像はイメージです。

公園クリーン大作戦！
（先着50名にコンビニ等で使える 200円分の商品券をプレゼント）

１５日
10:00～10:30


