
●主催　魚津市環境フェスティバル実行委員会 魚津市環境保健衛生協会、魚津市連合婦人会、（公財）とやま環境財団、魚津市
●協賛　魚津工業高校、㈱魚津清掃公社、魚津・滑川地域地下水利用対策協議会、おもちゃ病院ピノキオ、小菅沼・ヤギの杜、
　　　　ダンボールコンポスト友の会、富山県、富山県児童クラブ連合会、開木の里山を守る会、フェアリーキッズ、北陸電力㈱

10.19  10.19  
10:00~17:00

ありそドーム

ステージプログラム
10:30～ 表彰式
10:40～ ステージ発表
10:55～ らんま先生
11:45～ ○×クイズ

最近見かける
「COOL CHOICE」

ってなに？

スタンプラリー
環境〇×クイズ

最近見かける
「COOL CHOICE」

ってなに？

魚津市イメージキャラクター

ミラたん研修室、アリーナ内ステージ

らんま先生のプロフィール

［所属団体］　●NPO法人eco体験工房理事長　●ガリレオ工房正会員　●日本防災士会正会員　●横浜スマートコミュニティアドバイザー

スタンプラリーで賞品をゲットしよう 環境〇×クイズ

参加者全員に景品
プレゼントアリーナステージで
開催

●スタンプ３～６個＆　　アンケート記入…景品１個●スタンプ７個以上＆　　アンケート記入…景品2個

1995年インドネシアのNGO団体にて植林活動、農業アシスタントを経て帰国。
国内で先生を10年間務めた後、環境パフォーマンスを追求するため退職。ジャグリング・マジッ
クコンテストで優勝したパフォーマンス技術をいかし、環境問題と科学実験、パフォーマンスを
融合し「環境パフォーマンス」という新しい形を作りあげる。
09年環境問題に対する高い専門性、知識が認められ環境省認定　環境カウンセラーとして、日
本では初めて環境省から＜環境パフォーマー＞の認定を唯一受ける。

大好評！ らんま先生による
eco実験パフォーマンス
大好評！ らんま先生による
eco実験パフォーマンス

─未来のために、いま選ぼう─
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と同時開催

第25回

●主催　魚津市環境フェスティバル実行委員会 魚津市環境保健衛生協会、魚津市連合婦人会、（公財）とやま環境財団、魚津市
●協賛　魚津工業高校、㈱魚津清掃公社、魚津・滑川地域地下水利用対策協議会、おもちゃ病院ピノキオ、小菅沼・ヤギの杜、
　　　　ダンボールコンポスト友の会、富山県、富山県児童クラブ連合会、開木の里山を守る会、フェアリーキッズ、北陸電力㈱
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研 修 室

アリーナ

一般社団法人富山県児童クラブ連合会 手づくりおもちゃ制作

小菅沼ヤギの杜 活動パネル展示

開木の里山を守る会 活動写真展示

ダンボールコンポスト友の会 堆肥づくり紹介、堆肥の無料配布

公益財団法人とやま環境財団 環境教育機材の体験とパネル展示

富山県生活環境文化部自然保護課 生物多様性に関するパネル展示

黒部おもちゃ病院 ピノキオ おもちゃの修理

経田地区環境保健衛生協会 活動パネル展示・花弁を使ったしおりの作成

魚津市下水道課 下水道相談コーナー・パネル展示

魚津市連合婦人会 ネイチャークラフト（おもちゃづくり）

魚津・滑川地域地下水利用対策協議会 パネル展示

フェアリーキッズ 環境関連遊び場

北陸電力 環境パネル展示

魚津埋没林博物館 生物多様性関係パネル展示

魚津工業高校 環境調査展示
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