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 もりやまエコフェスタ２０２２を開催します【再掲】 

～自然環境についてみんなで考えよう！～ 

●目的 

平成 29 年に宣言した「環境学習都市宣言」の具現化を図るため、昨年４月にオープン

したもりやまエコパーク交流拠点施設と、10 月に稼働した新環境センターを環境学習の発

信拠点とするとともに、多くの市民に親しまれる施設を目指し、本事業を開催します。  

 

●日時 令和４年 10 月 30 日（日曜日） 午前９時 30 分から午後３時 30 分まで 

 

●場所 もりやまエコパーク（交流拠点施設・環境センター）  

 

●内容 

 【交流拠点施設】  

・講演会「プラスチックごみは最終的にどこに集積するのか」 

  （講師：池上(いけのうえ)隆仁さん（国立研究開発法人海洋研究開発機構））  

 ・環境ワークショップ「オリジナルエシカルラップ作り」 

  （講師：谷口志保さん（ETHICAL WRAP）） 

 ・市内小中高生による環境学習事例発表会  

 ・環境音楽コンサート（明富中学校吹奏楽部・ブラスアンサンブルグランデ）  

 ・企業、環境団体による出展ブース  

 

 【環境センター】  

・環境センター施設見学会（１回 60 分） 

 ・環境ワークショップ「チリモンキーホルダーを作ろう！」  

（講師：北村美香さん（結 creation）） 

 

【その他】  

 ・講演会、環境ワークショップについては事前申込が必要です。  

 ・詳細は別紙チラシをご覧ください。  

①  
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もりやまエコパーク

入場無料

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、
　イベントの一部または全部を中止する場合があります。

スタンプラリー開催！
交流拠点施設と環境センターをスタ
ンプラリーで繋ぎます。
ご参加いただいた方には幸津川産あ
ずき飴 orオリジナルクリアファイル
をプレゼント！

▲守山市 HP ▲環境政策課 Twitter ▲環境政策課 Facebook

Information

駐車場

➀ 交流拠点施設             最大 97台
➁ 旧環境センター横      最大 65台
➂ 最終処分場前             最大 69台

※もりやまエコパーク内の駐車場は、台数に限りがございます。
※駐車場が満車の場合は、警備員の指示に従って移動してください。

シャトルバスについて

シャトルバス時刻表

お問い合わせ・事前申込予約先

各種 SNSにて情報発信中！

守山駅西口・守山市役所と交流拠点施設をつなぐシャトルバスを運行
します。時刻表は右記にてご確認ください。
なるべく公共交通機関・シャトルバスを利用してお越しください。

▶守山市環境学習都市宣言記念公園 1-1,1-2
(守山市ごみ水環境問題市民会議事務局 )

(もりやまエコフェスタ実行委員会事務局 )

守山市 環境政策課　　　TEL 077-584-4691

　　　 ごみ減量推進課　TEL 077-584-4692

守山駅西口 小津会館 河西会館 交流拠点施設

守山駅西口小津会館河西会館交流拠点施設
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Event InformationEvent Information

主催　もりやまエコフェスタ 2022実行委員会・守山市

環境ワークショップ　

オリジナルエシカルラップ作り
講師：谷口志保さん（ETHICAL WRAP）

オーガニックコットンとミツロウを使って、
繰り返し使えるラップを作ります。ペンでイ
ラストを描いて世界にひとつだけのエシカル
ラップに！

定員：各回先着 20名
対象：小学生以上

定員：先着 100名　対象：小学生以上

★申込は環境政策課まで

（低学年は保護者同伴）

交流拠点施設　多目的ホール

交流拠点施設　工作室

❶10:30-11:30

❷13:00-14:00

❸14:00-15:00

10:00-10:45 市内学校
環境学習事例発表会

守山市内の小・中・高校の学生に、日頃の環境への取
組について発表していただきます。

9:45-10:00 こども環境新聞
コンクール 表彰式

9:30-9:45 開会式

13:00-14:30 環境音楽コンサート
出演：明富中学校吹奏楽部  / ブラスアンサンブルグランデ

企業・団体出展ブース
市内で活動されている環境団体
や、企業による環境への取組に
ついての情報を展示します。

旭化成株式会社
Daigas グループ
株式会社セブン - イレブン・ジャパン
関西電力送配電株式会社
滋賀県地球温暖化防止活動推進センター
認定 NPO 法人びわこ豊穣の郷
夢・びわ湖
立命館大学サークル「satoniwa」

交流拠点施設　環境学習室・交流スペース

要予約

フードドライブ
ご家庭で余っている食品を持ち寄り、支援が必要な方に寄付します。

（フードバンクびわ湖守山支部）

（滋賀県水産課・守山市）琵琶湖の恵み体感ブース
琵琶湖産ホンモロコ試食体験もあります！

（JA レーク滋賀）地産地消食品販売ブース
（cafe’ Ink Moriyama）キッチンカーの出店

野外スペース

11:00-12:00

講演会「プラスチックごみは最終的にどこに集積するのか」

講師：池上隆仁さん（国立研究開発法人海洋研究開発機構）

世界の海に浮かぶマイクロプラスチックは、これまでに海に流れた
プラスチックの 1%未満といわれています。北極海などで進めてい
る研究を例にして、プラスチックごみの集まる場所を考えます。

池上隆仁さん 海洋研究開発機構 HP

◁エシカルラップの説明はこちら！

要予約

環境ワークショップ　

❶10:00-10:40

❷11:00-11:40 定員：各回先着 15名 (当日受付 )

ペットボトルを使った植木鉢を作ります。

ごみの回収を行っているパッカー車を近くでご覧いただけます。

ペットボトル植木鉢作り

パッカー車展示

ごみ分別クイズ
ごみの分別について楽しく学べる体験コーナーです。（随時）

環境センター

昨年 10 月よりオープンした環境センターを見学し
ていただけます。自分たちが出したごみがどのよ
うに処理されているのかを見学してみましょう！

定員：各回 20名程度 (当日受付 )

➀10:00
➁10:30

➂11:00
➃11:30

➄13:00
➅13:30

➆14:00

環境センター見学会 (1 回 60 分 )

講師：北村美香さん（結 creation）

環境ワークショップ　

❶13:00-13:45

❷14:00-14:45
定員：各回先着 20名
対象：小学生以上
★申込はごみ減量推進課まで

(低学年は保護者同伴要 )

( 守山市ごみ・水環境問題市民会議による実施 )

( 守山市ごみ・水環境問題市民会議による実施 )

ちりめんじゃこを使って生物多様性を学び
ながらキーホルダーを作りましょう！

チリモンキーホルダーを作ろう！
要予約


