
平成2６年度　「ぐりんぐりんフェスタ」　（H27.3.18～3.22）

たくさんのご来場、ありがとうございました！
　ぐりんぐりん古賀の総まとめとご報告を兼ねた「ぐりんぐりんフェスタ」をサンフレアこが２階にて開催し
ました。クイズラリー、ECOカルタ大会、活動報告、講演、お楽しみ抽選会など、盛りだくさんの内容を開催
しました。きっと、皆さまに古賀の環境や保全活動について知っていただくことができたと思います。

　感想紹介
・クイズがおもしろかった。・自然豊かな古賀市の環境が、今よりもっと良くなるといいなと思いました。
・たくさんの写真をおもしろく見させていただきました。

平成 26 年度寄付ご報告
　・各企業様から　　　　　　　　　　  120,000 円
　・各種行事の時に一般皆方から　　　　21,470 円             計 141,470 円
　　ぐりんぐりんフェスタは、皆様のご寄付で運営しております。皆さまのお志に深く感謝いたします。

体：環境体験講座
環：環づくり事業

月 イベント名 主催者 問い合わせ先
6 体：玉ねぎドレッシングを作ろう（12日） エコけん 944 - 6450

7 体：大切に永く使う　私が作るアクセサリ－（10日）
体：田んぼの生きもの調査（18日）

エコけん
ほたるの会

944 - 6450
090 - 9479 - 1854

8 環：ヤブあずき成長確認見学会 レインボーKOGA 090 - 8831 - 4682
9 体：バスボムを作ろう（11日） エコけん 944 - 6450

10
体：紙工作（9日）
体：つくって、つかうエコ工作教室（24日）
環：大根川清掃

エコけん
ＣＯ２カウンセラー協会
大根川クリーンネット

944 - 6450
090 - 9585 - 8603
944 - 1461

11

体：らく得！雑がみ分別体験講座（20日）
体：指編みマフラーづくり（13日）
まつり古賀出展（15日）
環：舞の里小学校ビオトープ保全活動（未定）
環：薬王寺稀少生物産卵地保全活動（21日）

生活環境部会
エコけん
ぐりんぐりん古賀
舞小ビオトープ倶楽部
自然環境部会

944 - 6450
944 - 6450
942 - 1127
090 - 5382 - 9109
090 - 9479 - 1854

12
環：ヤブあずき成長記録と種の保存（未定）
体：水引を作ろう（11日）　しめ縄づくり（17日）
環：薬王寺稀少生物産卵地保全活動（19日）

レインボーKOGA
エコけん
自然環境部会

090 - 8831 - 4682
944 - 6450
090 - 9479 - 1854

  平成27年度 ぐりんぐりん古賀 各種イベント案内
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自然環境部会

水辺の楽校 河川清掃 田んぼの生き物調査

生活環境部会

　平成６年に「ほたるを守る事を通して、美しい自然環境を守り、それを次の世代へつないでいく」ことを目
的に会が発足しました。年間を通じて、ほたる観察調査、田んぼの生き物調査、水辺の生き物調査、河川清掃
等、古賀の自然環境保護のため活動しています。また、昔あそびの伝承活動なども行っています。現在の会員
は21名、会員募集中です。ほたる、自然環境に興味をお持ちの方、一緒に活動しませんか !  

　「持続可能な社会の実現を、私たちの地域から」を合い言葉に活動を続けています。より多くの方が、自ら
「チカラを持ち出すこと」が、地域ひいては社会を持続可能にしていくのではないでしょうか。まずはすぐで
きることからご一緒しませんか。月１のごみ拾いなどお誘いしますので、「メルとも会員」に登録をお願いします。
 問い合わせ先 ： 944 - 6450（NPO法人エコけん）

　古賀市内の環境美化に、取り組んでいます。
　弊社は、古賀市から一般廃棄物収集運搬の委託と
許可を頂き、50年間業務遂行しています。
　又、全社員の環境への取り組みとして

＜地域美化活動＞
　 大根川クリーンネット主催の河川（大根川、花鶴
川、青柳川）の清掃
＜ラブアース・アダプトプログラムの実施＞
　スーパーセンターイオン古賀店のアルミ缶他回収

など毎年目標を立て活動しています。

古賀市ほたるの会

認定NPO法人エコけん

企業会員紹介 株式会社古賀環美サービスセンター
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ぐりんぐりん古賀会員紹介

詳しくはホームページで



環づくり事業とは…

　会員に広く環境保全活動に関する企画を募集し、
その費用を予算の範囲内で一部負担するものです。

　企画立案・実践を通し、古賀市の環境保全はもと
より、会員のパワーアップを図ること、及び活動に
必要な助成（補助金）を獲得する能力を身につけるこ
とを目的としています。

募　集　期　間 平成27年５月19日（火）～６月30日（火）

対象となる企画 環境保全に関する企画

申し込みできる方 ぐりんぐりん古賀会員

交         付        額 ぐりんぐりん古賀運営委員会にて
採択された額

事業実施期間 総会（平成 28年４月）で予算承認後～
平成 29年１月31日

※申請者は、以下の会合に出席が必要です。
・平成27年７月15日（水）10時～　運営委員会（改善提案）
　　　　　　　　　　　　　　　  （市役所中会議室）
・平成 27年８月26日（水）９時 30分～　企画説明　　　
　　　　　　　　　　　　　　　  （市役所大会議室）

平成27年８月26日に行われる企画説明は公開します。

【お問い合わせ・申し込み先】
古賀市役所　環境課

０９２－９４２－１１２７（直）
kankyo@city.koga.fukuoka.jp

平成 28年度

環づくり事業募集
始まります

ぐりんぐりんの講座やイベントに
参加してポイントゲット！

　教室参加ごとに１ポイント。ポイントを集めて景品がもらえます。
　ぐりんぐりんフェスタ（H28.3/20）では、最高３㌽ 獲得できます。
　展示期間中（H28.3/16～20）フェスタ会場で景品と引き換えてください。
　　　10 ㌽：１等　 ８㌽：２等 　５㌽：３等

会員募集カード会員募集カードができあがりましたができあがりました

ぐりんぐりん古賀のことを広く知っていただくためのツールとして、会員募集
カードを作成しました。このカードを見ていただければ、ぐりんぐりん古賀の活
動がわかる内容になっています！

●ぐりんぐりん古賀の活動に興味をお持ちの方
　会員から、または事務局（環境課）にてこのカードを元にぐりんぐりん古賀の活動についてご案内します。
●ぐりんぐりん古賀会員のみなさま
　お手持ちの部数が少なくなった会員、お持ちでない会員は事務局にてカードをお渡しします。

会員に
なって
応募して
みませんか
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環づくり事業とぐりんぐりんカードについて

連絡先活動について

自然環境部会

生活環境部会

ぐりんぐりん古賀とは



　毎日の暮らしの中で、どなたにもできるお手軽な環境保全（省エネやごみ減量）
をオススメする「やっ得！エコ情報」。
　地球にもお財布にもやさしいエコ情報です。さっそく今日からやってみません
か。

・節電の基本技
　ご存じの方も多いかと思いますが、消費電力
のベスト４は、冷蔵庫、照明、テレビ、エアコン
で、家庭の電力消費量の約４割を占めます。
　では、第５位はというと、それは電気便座で
す。これから暑くなってきます。さっそく温め機
能をオフにしませんか。

　家のあちこちに電化製品は多数ありますから、
ダイエットと一緒で、ちょっと気にかけること
が意外と効果的ですよ～。

　やっ得！エコ情報

《団体会員のみ名称掲載》
小寺油脂㈱、㈱古賀環美サービスセンター、㈱エコ・リード、花鶴校区コミュニティ協議会、認定NPO法人
エコけん、緑のまちづくりの会、仲が和リサイクルプラザ、レインボーKOGA、古賀市ほたるの会、古賀市
EM普及の会、松原ネット花見、千鳥校区コミュニティ、㈱昭和テックス、古賀ふるさと見分けの会、西部ガ
ス㈱ 福岡支社営業部、㈱九電工 福岡北営業所、九州電力㈱ 福間営業所、大根川クリーンネット、コスモス
環境㈱、NPO法人福岡ふれんず、花見園製茶、古賀市商工会 建設産業部会、舞小ビオトープ倶楽部、NPO法
人 九州山口CO2カウンセラー協会、古賀すたいる、山崎製パン株式会社福岡工場（順不同）

《個人会員》　 41名　（平成27年５月８日現在）

会員紹介

　ぐりんぐりん古賀では、古賀市内の環境保全活動を行っています。入会は、随時受け付けていますので、お
気軽にお問い合わせください。また、環境保全活動を持続していくための活動を支える資金の寄附も募集し
ております。

【事務局】古賀市役所環境課　〒811-3192　古賀市駅東1-1-1　　ホームページQRバーコード
【Tel】 092-942-1127 　【FAX】 092-942-1291　 【E-mail】 kankyo@city.koga.fukuoka.jp

会員募集及び寄付募集

一般家庭の１ヶ月の平均電気代

２ 人 世 帯  9，275円

３ 人 世 帯 １万849円

４ 人 世 帯 １万1，819円

（総務省家計調査2013年より）
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