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環境フェスタかごしま２０１３ 事業報告 

１ 概 要 

  ■名  称 環境フェスタかごしま２０１３  

        豊かな環境 輝く未来 ～聞いて、見て、体験しようエコな生活～ 

  ■開 催 日 平成 25年 10月 12日(土)・13日（日） 

  ■会  場 かごしま環境未来館 

  ■主  催 環境フェスタかごしま実行委員会 

  ■趣  旨 市民や事業者の環境に対する関心や意識を高めるとともに、日常生活や事業活動に

おける自主的な環境保全活動を促進するため、市民・事業者・行政が協力・連携して、

環境保全に関するイベントを開催。 

  ■来場者数 約 7,500人（2日間合計） 

 

２ 実施内容 

  ■屋外ステージイベント 

イベント名称 実施日 実施団体等 

可愛幼稚園 ダンス 

12日 

事務局（鹿児島市環境協働課） 

ＮＨＫ「うたってあそぼう！」 

～リサイクル音楽パフォーマンス～ 
ＮＨＫ鹿児島放送局 

鹿児島市立武岡台小学校器楽部 

事務局（鹿児島市環境協働課） 
ＹＭＣＡ チアダンススクール WIZARDS 

13日 
薩摩剣士隼人ミニキャラクターショー＆クイズ大会 

鹿児島市立明和小学校金管バンド 

メダカの学校かごしまコンサート ＮＰＯ法人メダカの学校かごしま 

 

  ■野外フィールド 

イベント名称 実施日 実施団体等 

竹いかだで水遊び 
12日・13日 かごしま環境たくみの会 

環境紙芝居 

身近な自然を撮ろう！ 12日 鹿児島市環境保全課 

 

  ■食工房 

イベント名称 実施日 実施団体等 

自然食弁当の販売 12日・13日 ＮＰＯ法人かごしま市民環境会議 

鍋帽子を使った料理教室 12日 鹿児島友の会 

廃食油を使ったせっけん作り 13日 鹿児島市生活学校運動連絡会 
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  ■実験学習室 

イベント名称 実施日 実施団体等 

アクリルたわし講座 12日・13日 かごしま市民環境会議・鹿児島友の会 

公共建築物における省エネルギーに関する評価・検証 12日 鹿児島大学・鹿児島市設備課 

ダンボールコンポスト講座 13日 かごしま市民環境会議 

 

  ■リサイクル工房 

イベント名称 実施日 実施団体等 

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩを見直そう！ 12日・13日 鹿児島市リサイクル推進課 

足ふみ健康器具づくり 13日 かごしま環境たくみの会 

 

  ■リユース・リサイクルショップ 

イベント名称 実施日 実施団体等 

リサイクル工作作品展示 12日・13日 鹿児島市リサイクル推進課 

 

  ■ゾーン２ 

イベント名称 実施日 実施団体等 

平成 25年度「ごみの減量化・資源化とまち美化児童

作品コンクール」 入賞作品展 
12日・13日 

鹿児島市リサイクル推進課 

鹿児島市環境衛生課 

「子ども環境メッセージコンテスト 2013 in喜入」 

入賞作品展 
12日・13日 

事務局（鹿児島市環境協働課） 

 

  ■ゾーン３ 

イベント名称 実施日 実施団体等 

作って 遊んで 学ぼう！ 12日・13日 
鹿児島大学ボランティアサークルエコ

ッチャ！ 

おもちゃかえっこバザール 13日 かごしま子ども文化の里 

 

 

  ■研修室 

イベント名称 実施日 実施団体等 

自然と遊ぼう～ネイチャーゲーム体験～ 12日・13日 鹿児島県体験的環境学習研究会 
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  ■多目的ホール 

イベント名称 実施日 実施団体等 

～迫力ある３Ｄ映像を体感しよう！～ 

ＮＨＫ３Ｄシアター上映会 
12日 ＮＨＫ鹿児島放送局 

親子で大型恐竜にチャレンジ！ 13日 ＮＰＯ法人かごしま市民環境会議 

 

  ■屋外展示ブース 

№ 団体ブース等名称 ブーステーマ・展示内容等 

1 かごしま環境たくみの会 焼き大福販売,ごぼうチャサービスコーナー 

2 鹿児島友の会 環境を考えた手作り品の展示、環境家計簿の紹介等 

3 鹿児島市リサイクル推進課 ごみ・資源物の正しい出し方を知ろう 

4 九州電力（株）鹿児島営業所 自転車発電機及び手回し発電機の体験等 

5 ＮＰＯ法人かごしま市民環境会議 活動パネルの展示、アクリル、マイ箸袋販売 

6 シナリー化粧品 スタート営業所 化粧品・日用品展示 

7 (株)オートパーツ伊地知 くるくるくるまのリサイクル 

8 鹿児島市環境衛生課 さくりんのまち美化アンケート、さくりんと写真撮影 

9 環境マテリアル推進協議会 断熱と遮熱は何が違うの？低燃費・環境建築のご相談会 

10 （株） インデックス ファミリーソーラー 

11 アフタープラス（株） 太陽光発電に関するクイズ、太陽光発電に関する相談 

12 （株）ウィズ鹿児島 リユースバッテリー、エネフューチャー、蓄電池 

13 吉村興業（株） オレアアスファの展示 

14 日本ガス(株) マイホーム発電 

15 鹿児島市水道局 水の飲み比べ・水の相談室 

16 協業組合 ユニカラー 国内産竹 100%竹紙製品 

17 ダスキン アイワ 
窓用フィルム施行実演、全自動洗濯機の分解クリーニング

実演、イスクリーニング実演 

18 環境パートナーシップかごしま 端切れを使ってマイはし袋づくり,パネル展示等 

19 NPO法人メダカの学校かごしま 活動紹介写真・資料の展示 

20 鹿児島市環境保全課(生物多様性を語る会） パネル展示、クラフト体験 

21 鹿児島市環境保全課(生物多様性を語る会） 作品展、苗の展示等 

22 りんく フェアトレード商品とエコロジー商品の販売 

23 鹿児島県授産施設協会 
食品（パン類、菓子類、ジュース類、加工食品類）、野菜、

花、苗類 

24 就労継続支援Ｂ型施設 ウェルカムあざみ 
野菜、ドリンク販売、海産物販売、農園で採れた新鮮ジャ

ガイモ使用のコロッケ販売 

25 グリーンコープかごしま生活協同組合 
グリーンコープ 4R 運動の紹介、びんをﾘﾕｰｽしている牛乳

を試飲・販売 

26 かごしま環境たくみの会 先人に学ぶエコライフ 
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27 (株)エムオーエー商事・鹿児島店 環境保全型農業の自然農法展示、農産物加工食品販売 

28 Ｍａｙｕ カフェ 桜島丼、マンゴージュース、ソフトクリーム販売 

29 ＮＨＫ鹿児島放送局 
古新聞でエコバックづくり、リサイクル楽器工作、 

マイバッグづくり 

 

 

  ■エコカー展示コーナー 

№ 団体ブース等名称 ブーステーマ・展示内容等 

30 日本ガス（株） 天然ガス自動車の展示 

31 鹿児島市交通局 ハイブリッドバスの展示、オリジナルグッズの販売等 

32 (株)南九州マツダ SKYACTIV搭載車の展示 

 

  ■館内販売コーナー 

団体等名称 販売内容 

ヴォアラ珈琲 コーヒー 

お弁当むらや 弁当 

 

  ■その他 

   ・会場内のブースをめぐるスタンプラリー・アンケート（事務局） 
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３ 協賛企業（順不同） 

 事業所等名称 

1 （株）鹿児島銀行 

2 ＪＸ日鉱日石石油基地（株） 

3 南国殖産（株） 

4 大福コンサルタント株式会社 

5 吉村興業株式会社 

6 東洋警備（株） 

7 （株）萩原技研 

8 （有）有田産業 

9 （株）南日本情報処理センター 

10 （株）ＭＢＣサンステージ 

11 自然食のＭＯＡかごしま店 

12 （株）ウィズ鹿児島 

13 （有）丸徳産業 

14 （株）南九州マツダ 

15 （株）オートパーツ伊地知 

16 （株）アジア技術コンサルタンツ 

17 愛和（株） 

18 （株）桂造園 

19 協業組合ユニカラー 

 

４ 広報 

項目 備考 

「環境フェスタかごしま 2013」リーフレット 
市関係施設、市内全小学校長子児童、実行委員会、出

展団体・協賛団体等に配布 

市広報誌「かごしま市民のひろば」 
６月号（出展・協賛団体募集） 

１０月号（開催告知） 

鹿児島市広報課Ｆａｃｅｂｏｏｋ 開催告知 

市ＨＰ・かごしま環境未来館ＨＰ 出展・協賛団体募集、開催告知等 

リビングかごしま 耳よりＢＯＸ 

開催告知 

ぐるっとかごしまスタンプラリーガイドブック 

クレセール 

シティＦＭ 

フェリア 

南日本新聞 みなみのカレンダー 

ＮＨＫ 情報ＷＡＶＥかごしま・データ放送 開催告知・リサイクル作品制作体験等の紹介 
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５ 記録写真 

 

可愛幼稚園 

 

ＮＨＫ「うたってあそぼう！」 

 

 

出展ブース 

 

 

出展ブース 

 

 

エコカー出展ブース 

 

 

総合案内（クイズラリー受付） 
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親子で大型恐竜にチャレンジ！ 

 

アクリルたわし講習会 

 

 

環境紙芝居 

 

 

大型すごろく 

 

 

自然食弁当販売 

 

 

竹いかだで水遊び 
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平成 25年度「ごみの減量化・資源化とまち美化児童作品

コンクール」 入賞作品展 

 

ＹＭＣＡチアダンススクール 

 

 

着ぐるみも登場 

 

 

薩摩剣士隼人ミニキャラクターショー＆クイズ

大会 

 

 

廃食油を使ったせっけん作り 

 

 

メダカの学校かごしまコンサート 

 


