
http://ondanka-boushi.net/saga-corabo.html

平成３０年平成３０年

10：00 ～ 16：0010：00 ～ 16：00
10/10/1３1３・・1４1４日時

にちじ

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

さが環境コラボ
マスコットキャラクター　
さが環境コラボ
マスコットキャラクター　

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

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

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！

入場無料入場無料

未来へつなごう！ 人と環境にやさしいまち さが！

コラボン



普段はなかなか入る機会のないみどりの森県営球場の外野芝生を
開放します！佐賀女子短期大学のお姉さんたちと一緒に遊ぼう！

■アクセスマップ■森林公園 園内マップ

■メイン会場レイアウト図

来場者
臨　時
駐車場

（嘉瀬川河川敷）（嘉瀬川河川敷）

10/10/1３1３・・1４1４
①11：00～ ②13：00～ ③15：00～

ガーデンテラス佐賀
ホテル＆マリトピア

Ａ

Ｃ

Ｂ
デモンストレーション

消防車両展示
～消防車を間近で見てみよう～～消防車を間近で見てみよう～

天然芝体験 芝生でGoGo

場所：野球場東側駐車場付近場所：野球場東側駐車場付近

場所：野球場駐車場入口場所：野球場駐車場入口

※天候や出動の状況により中止になる場合があります。

10/10/1３1３・・1４1４
①10：00～12：00　②13：30～15：30

場所：みどりの森 県営球場場所：みどりの森 県営球場
定員：各回30名程度（先着順）定員：各回30名程度（先着順）

10/10/1４1４ 13：00～15：00

至 駐車場 →

みどりの森県営球場正面入口 … 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
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交流休憩広場交流休憩広場

エコカー展示

ケータリングカー

水素自動車
（ＦＣＶ）展示

1415

車内で写真撮影が

できるよ。

ぜひ来てね！！

メイン会場

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｄ

隠れた人を見つけ出せるかな？

かわいいだけじゃない！ とってもあたまがイイんです！

触れ合えばみんな自然と笑顔に！

災害救助＆セラピー犬

・ビッグボール転がし
・フライングディスク
・ビッグしゃぼん玉体験
・紙飛行機作り体験

【体験内容】

セラピー犬と触れ合おう！セラピー犬と触れ合おう！災害救助犬とかくれんぼ！災害救助犬とかくれんぼ！

13　12

佐賀大学生
エコ川柳

ペットボトルの
キャップを
集めています！



エコ商品・技術
体験ゾーン

協 賛

株式会社 バイオテックス／株式会社 坂田組／特定非営利活動法人 OSEN
ＶＥシステムズ 株式会社／一般社団法人 有明未利用熱利用促進研究会／
大坪石材 株式会社／小城重機建設 株式会社／株式会社 E-LIFE Security／
株式会社 アートストック／株式会社 エコアルファ／株式会社 オール／

株式会社 海洋開発技術研究所／株式会社 西九州道路／株式会社 森田自動車／
株式会社 吉野商店／株式会社 レジテイク／キャタピラー九州 株式会社／
公益社団法人 全日本不動産協会 佐賀県本部／佐賀県商工会連合会／

新栄地研 株式会社／積水ヒノマル 株式会社／日本乾溜工業株式会社 佐賀支店／
野田建設 株式会社／日之出水道機器 株式会社／ヤマトカンキョウ 株式会社／
有限会社 丸武建設／有限会社 水田商事／祐徳建設興業 株式会社／

祐徳事務機 株式会社／ゆめソーラー
■主催／さが環境コラボ、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 、佐賀市環境保健推進協議会、佐賀市地域婦人連絡協議会、佐賀県「ストップ温暖化」県民運動推進会議

～いろいろなブースを回ってスタンプを5個集めよう！～

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。

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 

エコ活動
体験ゾーン

エコ工作・エコ遊び
体験ゾーン

大当たり

図書カード
1,000 円 ×30本
50本図書カード

500 円×

景 品 紹 介

●スタンプラリーカードは「本部」で配布します。
●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。
●空くじはありませんが、数には限りがあります。

●スタンプラリーカードは「本部」で配布します。
●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。
●空くじはありませんが、数には限りがあります。

特  　賞
種類選べます。早い者勝ち！種類選べます。早い者勝ち！
バラエティ賞

×2日

×2日

STAMP×２つゲット STAMP×1つゲット STAMP×2つゲット



Ｄ
eco

①10：30～11：30
②14：00～15：00

実験パフォーマンス

らんま先生の

世界でもオンリーワンと評価される「環境問題」「科学実験」「パフォーマンス」をあ
わせた知的体験型のパフォーマンス。身近なものを使ってのサイエンスマジックや
水と環境にまつわる実験、大型空気砲などを体験しよう！
子どもから大人まで『知って！学べて！楽しめる！』よ。

場所：北駐車場東側休憩所
定員：各回１００名10/10/1４1４

独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金の助成を受けて実施します。

ＷＥＢサイトによる事前申込受付のうえ抽選で参加者を決定いたします。
9月27日（木）10時～10月3日（水）10時
さが環境コラボＨＰ内　特設ページ　http://ondanka-boushi.net/saga-corabo.html
申込受付期間終了後に抽選を行い、10月5日（金）までに当選者のみメールについて通知
いたします。当選通知を受け取られましたら、必ず「確認しました」とご返信ください。

申 込 方 法
申込受付期間
申 込 み 先
当選者の発表

■
■
■
■

：
：
：
：

世界一（ギネス）の

大型空気砲を体感しよう！世界一（ギネス）の

大型空気砲を体感しよう！

ら
ん
ま
先
生

水と空気がエネルギーに！？水と空気がエネルギーに！？

環境や自然エネルギーに
ついて楽しく学ぼう！

環境や自然エネルギーに
ついて楽しく学ぼう！

重力？ 引力ってなぁに？重力？ 引力ってなぁに？

【事前抽選枠】定員 各回70名

申 込 方 法■ ：
【当日抽選枠】 定員 各回30名

参加者は抽選で決定します。
詳しくはホームページをご覧ください。
http://ondanka-boushi.net/saga-corabo.html

パフォーマンス会場前（北駐車場東側休憩所）にて①10時からと②13時30分から抽選会
を行います。希望者は抽選会の10分前までにパフォーマンス会場前にお集まりください。



開会式・
消防音楽隊演奏

10:00～

有明ガタゴロウが
やってくる！

13:00～

ピエロのみみちゃん
バルーンアートショー

11:00～

(土)のイベント1310/

成章中学校
吹奏楽部 演奏

11:00～

4mM ジャズステージ

13:00～

和太鼓葉隠ステージ

14:00～

14(日)のイベント10/

イベントスケジュール

公園クリーン大作戦！

（先着30名にコンビニ等で使える 200円分の商品券をプレゼント）

■⑱ブース（環境紙芝居）■⑫⑬ブース（ソーラーカー作り）■①②ブース（エコバッグづくり） ■⑯ブース（木の実工作）

受付場所：本部前

10/14(日）10:00～
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。

楽しみながら環境について

学べる企画がもりだくさん！　



エコ活動体験ゾーン

本部・インフォメーション

スタンプラリーカード配布／ガラポン抽選・景品交換

「教えてください！あなたの環境にやさしい選択」/オリジナルエコバッグ作り
（無料）/エコドライブシミュレーター体験　　景品、バッグ完成品　　

COOL  CHO ICEとは地球温暖化防止のための
賢い選択をすすめる国民運動です。

いいね！COOL CHOICE 佐賀市×県温暖化防止センター01 02

SAGA藻 わたしたちのみらい act3 佐賀市×佐賀商業高校03 04
バイオマス産業都市さがの取組等についてのパネル展示/藻類ドリンクの試
飲/藻類商品でのハンドマッサージ

サイクルツーリズムをすすめる会06
活動紹介パネル展示/スポーツ自転車展示・試乗・体験ツアー/自転車クイズ
/自転車の点検整備の実演等　　バッジ等 ※クイズ参加者

ラムサール条約湿地 東よか干潟07
東よか干潟の生き物の水槽・パネルの展示/東よか干潟での釣り疑似体験な
ど　　かんきょうぬりえ、景品

シギの恩返し米プロジェクト推進協議会08
東与賀町で環境循環・環境保全農業に取り組む「シギの恩返し米プロジェク
ト」の活動紹介/「シギの恩返し米」の販売

佐賀市循環型社会推進課09

佐賀市上下水道局・(株)Ｓ＆Ｋ佐賀28 29

13日（土）３Ｒに関するパネル展示・クイズ　　景品 ※クイズ正解者
佐賀市エコプラザ10

14日（日）３R体験型講座（糸つむぎ体験＆ミサンガ作り/紙すき体験＆はがき作りなど）
ＮＰＯ法人 循環型 環境・農業の会11

13日（土）/14日（日）生ごみ堆肥化講座、パネル展示　　ＹＭ肥料

①10時～(20名)｜②11時～(20名)｜③14時～(20名)｜④15時～(15名)

佐賀県立森林公園×森林公園蛍プロジェクト12 13
森林公園環境活動紹介パネル展示（緑のカーテン等）/蛍プロジェクトのパ
ネル展示など

日本野鳥の会佐賀県支部14
佐賀県内で観られる鳥たちの紹介/牛乳パックを使った「エサ台づくり」（無
料）/県鳥カササギの巣（実物）の展示　　野鳥の写真・ハガキ・工作品

みどりのネットワークづくり団体　15
木片工作/苗木配布　　苗木（ミニバラ）

ＮＰＯ法人 みんなの森プロジェクト16
自然の中にある、いろいろな種類の木の実を使って「きのみの工作体験」をし
よう！（有料）

佐賀環境フォーラム17
竹細工体験/ペットボトル回収ゲーム機/パネル展示　　景品
※ペットボトルのキャップを集めています！

えこいく（佐賀環境フォーラム環境教育班）18
環境紙芝居/ちりめんモンスター　　ファイル、蛍光ペン、折り紙コマ

佐賀環境フォーラム　フードロス班19
フードロスってなぁに？環境とお財布に優しい捨てない生活　　食品ロス削
減家計簿手帳※アンケート記入者

佐賀女子短期大学　櫃本研究室20
子どもの感性を育む環境教育プログラム（主に、幼児・児童を対象とした簡
単な自然体験や工作など）

オニキス佐賀嘉瀬ベリーベリー21
エコカー等のお得な購入方法の紹介（新車の軽自動車が月々1万円から乗れ
る「フラット7」車検・税・自賠責保険・諸費用込のリースプラン）　　うまい棒

※複数の出展者によるコラボブースは連番で表記しています。
※各ブースの場所は「メイン会場レイアウト図」でご確認ください。

マークはブース内での
プレゼント（景品等）の内容です。

国土防災技術(株)佐賀支店22
虹の松原を活用した商品の紹介（天然フルボ酸含有シャンプ・トリートメント、
植生基盤材）　　シャンプー・トリートメントのサンプル

(株)ミゾタ23
化粧品等の販売/バイオマスに関するパネル展示　　化粧品サンプル

NPO法人 OSEN24
活動についてのパンフレット配布・パネル展示（県内企業によって構成される
NPO法人） 　ボールペン

ゆめソーラー25
誰でも参加できる、ガラポン抽選会を開催！　　ガラポン景品

日本レスキュー協会26
緊急災害時に災害救助犬を派遣する人命救助活動に関する紹介（芝生広場
にてデモンストレーション）

（一社）有明未利用熱利用促進研究会27
パネル、立体模型などを用いた未利用熱利用技術の紹介　 ガラポン景品

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

日之出水道機器(株)30
マンホールふた製造工程パネル展示/ぬり絵/クイズ　　ガラポン（ムツゴロ
ウ缶バッチ、コースター）

(株)エコアルファ31
建物の無料診断/安心生活おたすけ隊（省エネ器具・家電のエコな手入れ法
の紹介）　　石けん、小物

相続無料相談会32
楽つみきコーナー/司法書士等、専門家による空き家対策や相続に関する無
料個別相談会

(公社)全日本不動産協会佐賀県本部33
省エネ住宅の無料相談/空き家の省エネリフォームで利活用促進　  ボール
ペン、ウェットティッシュ

(株)クレセントホーム34
エネルギーゼロハウス、省エネ住宅の紹介　　ヨーヨー釣り

夏秋冷菓35
回転焼き、アイスクリーン

ドラゴンカラアゲ36
新鮮な鶏肉を塩とハーブと中華スープに丁寧に漬け込み。あっさり塩から揚
げか、激うまドラゴンソースでどうぞ！

北川副女性の会37
カレーライス、肉うどん

レインボーハウス38
クッキー、マドレーヌ、マフィン、パウンドケーキ

かささぎの里39
パン（１３日のみ）、焼き菓子、さおり織り商品、水耕レタス

チキンカレー、牛丼、おからコロッケ、唐揚げ、梅スカッシュ
ハンバーガー、ポテト、ドリンク
佐賀牛カレー、カフェラテ、コーヒー
ドリンク類、ハヤシライス、オニオングラタンスープ

●まる工房
●きみどりバーガー
●サブローグループ
●喫茶ジェイ

ケータリングカー

佐賀商業高校 さがまなびや05
佐賀商業高校創立110周年記念！高級レトルトカレー「極星」の販売/佐賀
県産のアスタキサンチンを使用したアルビータ社商品の販売

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
ソーラーカー工作体験教室 参加費無料 先着受付順

■メイン会場出展ブース


