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東日本大震災により被災された皆様には心よりお見
舞い申し上げ、一日も早い復興をお祈りいたします。

祝

北九州市

Ｗ選定

「環境未来都市」
「グリーンアジア国際戦略総合特区」

北九州市は、市民とともに
環境未来都市を
つくります！
つくれます！
つなぎます！
当社の所在地（北九州市）は、５つの市（門司市、
小倉市、若松市、八幡市、戸畑市）が合併し
１９６３年に政令市「北九州市」が誕生しました。
現在は、7 つの区（門司区、小倉北区、小倉南区、
若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区）があり、
人口 988,592 人(平成 23 年 12 月末日現在)です。
来年は市制５０周年になります。
１９６０年代より、八幡西区黒崎の上空の汚染や
洞海湾という海の公害が問題となり、現在では、き
れいな上空と洞海湾を取り戻したことなどから、公
害克服と環境取組みに市（行政）も積極的に取組ん
でいます。
当社も北九州市の環境関連１企業として北九州市
と連携しながら環境への取組みに力を入れて参りま
す。
(以下、北九州市ホームページより抜粋)

「環境未来都市」選定

本提案においては、これまで、市民が培ってきた、
ものづくりの技術や環境国際協力の実績、内外のネッ
トワーク等の本市の強みを活かした事業や、地域の住
民が一体となって取り組む事業など「環境未来都市」
が求める「環境」、「社会」、「経済」の新たな価値
を生み出す施策を多く盛り込み、市民と産業界、行政
などが一体となって取り組むことで「環境未来都市」
の実現を目指します。

「グリーンアジア国際戦略総合特区」指定
平成 23 年 12 月 22 日、国において総合特区の第
一次指定が公表され、本市及び福岡県、福岡市で共同
申請した「グリーンアジア国際戦略総合特区」が国際
戦略総合特別区域として指定されました。
今後、本市においては、国際戦略総合特区の制度を
最大限活用することで、「環境」と「アジア」をキー
ワードに国内外の投資を呼び込み、雇用を創出し、地
域経済を活性化する「緑の成長戦略」を加速していき
ます。

「グリーンアジア国際戦略総合特区」について
本市及び福岡県、福岡市は、平成 22 年 6 月に閣
議決定された「新成長戦略」に盛り込まれた「総合特
区（国際戦略総合特区）」について、平成 23 年 9
月 30 日に、「グリーンアジア国際戦略総合特区」と
して国に三者共同で申請しました。
本申請においては、世界の環境課題対応先進国とし
て我が国が培ってきた、都市環境インフラ技術やノウ
ハウをパッケージ化してアジアの諸都市に提供する
とともに、グリーンイノベーションを更に推し進め、
アジアの活力を取り込み、アジアから世界に向けて展
開し、アジアとともに成長することを目指しています。

野菜販売開始のご案内
今月から当社と連携する農家や青果販売の会社の
農作物をご紹介していきます。
今月のご紹介は、株式会社クロスエイジ様が運営す
る八百屋「時や」の農作物情報です。
株式会社クロスエイジ様は、
「農業の産業化」を目
指す会社です。九州一円から厳選されたこだわりの農
作物は、大変好評です。
裏面の商品のご紹介と申込用紙をご覧ください。

『食の循環取組みの見学会』のご案内
２月１４日(火曜日) １０：３０～１３：３０
見学先 ；ぶどうの樹（福岡県岡垣町）
裏面、予約票にてお申し込みください。

平成 23 年 12 月 22 日、国において環境未来都市
の選定結果が公表され、本市が提案した「北九州市環
境未来都市」が、全国 11 地域の一つに選定されまし
た。今後、本市においては、「環境」、「超高齢化」、
「国際化」などの課題に取り組むことで、人が中心の
新たな価値を創造し、
「誰もが暮らしたいまち」、
「誰
もが活力あるまち」の実現を目指します。

「環境未来都市」について
本市は、平成 22 年 6 月に閣議決定された「新成
長戦略」に盛り込まれた「環境未来都市」構想につい
て、平成 23 年 9 月 30 日に、「北九州市環境未来
都市」として国に提案しました。

ハチドリ通心(信)は楽しい株式会社のホームページでご覧いただけ
ます。URL：www.fun-c.jp/ (松尾隆貴が担当しました。)

農作物情報
①「完熟きんかん」１ｋｇ化粧箱 ３，０００円（税込）
（送料 九州２００円、九州外 一律５００円）
生産地；鹿児島県南さつま市
生産者；㈲清木場果樹園
商品紹介；豊かな南国の日差しと清らかな水で、早摘みせずじっくりと

熟成を待って収穫された、
「邪魔にならない、ほどよい苦さ」の皮を持つ
「完熟きんかん」
。そのままで糖度１６度～１８度もあります。食べ方は、
何とそのまま丸かじりです。芳醇な甘さの中に少しビターテイストが溶け込んだ味わいは、まるでオレン
ジピールのチョコレートを連想させるような美味しさです。まさに大人のデザートです。バレンタインデ
ーのプレゼントにどうぞ。
②時や便 時の野菜セット（おすすめ時の野菜（トマト、ほうれんそう、ブロッコリー等）から８～10 品）
２，５００円（税込）（送料 九州送料無料（離島を除く）その他の地域は 一律 500 円）
浮羽と九州の、特に美味しさにこだわった、
『時の野菜たち』の詰め合わせた
「時や」のおまかせセットです。

『完熟きんかん』『時や便』申込書
注文商品

完熟きんかん

時や便

ご注文主様
フリガナ

お名前

住所

〒（

－

電話番号

（

）

－

ファックス

（

）

－

）

フリガナ
お名前

電話番号

お[届け先① ]

（

住所

〒（

時間帯指定

□指定なし

－

□午前中

－

数量

□１２時～１４時

□１４時～１６時

□１６時～１８時

□１８時～２０時

□２０時～２１時

電話番号

お[届け先② ]

（

〒（

時間帯指定

）

）

フリガナ
お名前

住所

のし紙

□指定なし

－

□午前中

のし紙

）

－

）

□１２時～１４時

数量

□１４時～１６時

□１６時～１８時

□１８時～２０時

[お支払い方法]

□代金引換 □銀行振込
※代引手数料（150 円）・振込み手数料・送料はお客様の負担でお願いします。
※注文のお客様とお届け先が異なる場合は、銀行振込にて受け付けさせていただきます。
[発送後のご連絡] □不要
□必要（電話・FAX）いずれかを○で囲んでください。

申込先 楽しい㈱担当；竹村宛

ＦＡＸ０９３－７５２－５３０３
電話 ０９３－７５２－５３００

□２０時～２１時

『食の循環取組みの見学会』のご案内
～生ごみのたい肥化から循環野菜作り、食材の提供まで～
岡垣町でのリサイクルループ
～ぶどうの樹様が取り組む地産地消の取組み～

ぶどうの樹グループ
ぶどうの樹
グループレストラン

生ごみは発生現場で
速やかに減量
一次発酵物を
堆肥場に運搬

惣菜工房 他

惣菜
ドレッシング、
筑前煮、ドーナッツ、
ジュース等

食育体験ファーム
ほっこり農園

二次、三次発酵 たい肥化
土作り体験

有機・減農薬
野菜栽培
循環農作物

実施日時
見学先
集合場所
参加費
見学内容

食育教室、農業体験

農地還元

；平成 24 年 2 月 14 日（火）10：30～13：30
；ぶどうの樹（福岡県遠賀郡岡垣町手野 183）TEL:093-282-3338
；現地（10:30 に ぶどうの樹内「麦のキッチン」）あるいは、JR 海老津駅（集合：10:10）からお選びください。
；1,000 円（自然食バイキングの食事、土育キット込）
；生ごみ分別方法⇒生ごみ一次発酵装置処理⇒簡易たい肥化装置２次、３次発酵堆肥化
⇒畑で循環農作物見学⇒惣菜工房（加工場見学）⇒食事（自然食バイキング）

『食の循環取組みの見学会』（ぶどうの樹見学会）申込書
会社名/団体名

参加者代表者役職/お名前

代表者携帯番号
役職/お名前
役職/お名前
役職/お名前
ご住所
電話番号

ＦＡＸ

集合場所

現地・海老津駅

※2 月 7 日（火）までにお申し込み下さい。
※参加のお申込みを FAX でいただきましたら、折り返しご連絡いたします。

申込先 楽しい㈱担当；竹村宛

ＦＡＸ０９３－７５２－５３０３
電話 ０９３－７５２－５３００

