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　私たちが生活を送る中で、環境へ負荷を与えてしまうことと環境を守ることについて身近なことから考
えてみましょう。

　私たちは、持続可能な社会を築くために「循
環型社会」を目指すことが大切です。その行動
の一つに“3R”といった行動があり、その3つ
の内の 2R（リデュース・リユース）を優先し
て実践することが、とても環境に優しい行動へ
とつながります。
　このように私たちが環境に配慮した行動をと
ることは環境問題解決の一歩につながります。
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【衣】私たちは衣類を
着て生活します。汚れ
ると洗濯をしますが、
そのときに上水という
資源を使用し、下水と
いう形で環境に負荷を
与えてしまいます。
　洗濯には、お風呂の
残り湯を使うなどの節
水をすることでも環境
に優しい行動につなが
ります。

【食】世界では食べ物が不足してい
る国があります。一方で私たちの国、
日本ではまだ食べられるものが大量
に廃棄される「食品ロス」という問
題があります。その大半は、家庭か
ら捨てられています。
　食品ロスを減らすためには、買い
物をするときに無駄なものを買わな
いことやエコクッキングを心がける
ようにしましょう。どうしても出て
しまう生ごみは、コンポスト（堆肥）
にして活用できます。

【住】私たちは快適な生活をするために
家電製品や冷暖房などに電力やガスなど
多大なエネルギーを消費しています。ま
た、車を使うことでガソリンを使い温室
効果ガス排出の増加につながります。エ
ネルギー消費を減らすためには、こまめ
に電気を消すことや冬場は空調温度を少
し低めに設定するなどを心がけましょ
う。移動に関しても公共交通機関を利用
することや近場の移動は、歩いたり、自
転車に乗ったりすると環境にも優しく健
康にもつながります。

■暮らしと環境問題とのつながり
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平成２６年度のリフォーム、パッチワーク教室の参加者の作品

平成２７年度は４月から開始します。４ページを参照ください。
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フード付きリバーシブルベスト作りフード付きリバーシブルベスト作り
　今回は、平成２７年１月８日（木）、１５日（木）、２２日（木）に実施した「フード付きリバー
シブルベスト作り」の模様です。
　家庭で不用になった着物を使って、“フード付きリバーシブルベスト” 作りをしました。
　着物の様々な柄を活かして、個性豊かな作品を作り上げました。
　参加者からは「着心地の良い素敵な作品ができてうれしい」などの声を聞くことができました。
　みなさんも身近にある不用になった着物や古布などをリユースして楽しんでみませんか。
　また、２７年度４月からも様々な講座が始まりますので、ご応募ください。（４ページ参照ください。）

講座の様子 受講者の作品

ワークショップの様子

フリーマーケットの様子

　イベントでは、フリーマーケットやいろんなエコなワーク
ショップを楽しめます。また、飲食物コーナーもあり、西市
民センターではステージイベントも行われます。
　各ワークショップでもの作りなどの体験をしてスタンプを
集めると、景品がゲットできます！また、( 株 ) ヤフーによる
「ヤフオク！リユーススタンド」での衣類の回収や、じゃんけ
ん大会ではプレゼントがもらえる企画、ファッションアイテ
ムに特化した誰でも参加できる物々交換会（X change）など、
新しい内容が盛りだくさん！子どもから大人まで楽しめます。
是非、楽しみながらエコ体験しませんか。

日時   平成 2７年 3月８日（日）　 １０：００～１６：００日時   平成 2７年 3月８日（日）　 １０：００～１６：００

会場   福岡市西市民センターおよび西区役所駐車場会場   福岡市西市民センターおよび西区役所駐車場

入場
無料!!

「環境をよくしたい！」という熱い想いで創りあげた市民イベント。

参加してくれたあなたも 今からエコ仲間！！

「西区環境フェスタ２０１5」開催！！「西区環境フェスタ２０１5」開催！！

〜エコイベントに参加しませんか〜〜エコイベントに参加しませんか〜

西区 eco特区宣言 !　〜しっとぉ？3R〜西区 eco特区宣言 !　〜しっとぉ？3R〜
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（手話通
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（各コーナーは15:30まで。ホールイベントは16:00まで）（各コーナーは15:30まで。ホールイベントは16:00まで）

講座に

おじゃまします

Vol.19

必ず
マイバッグを
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ください！

※「西区環境フェスタ201５」に関するお問い合わせは 西区役所生活環境課
                                                   　　　（TEL:092-895-7054）まで
※フリーマーケットに関するお問い合わせは 西部３Ｒステーション
                                                   　　　（TEL:092-882-3190）まで



環境活動団体「環境たくみの会」
がんばって活動しています!

　「環境たくみの会」は、環境活動８団体の集合
体で、計１２７名（平成２６年６月現在）で活動
しています。
　現在の便利になった社会の中で，「無駄なもの
を買わない」，「無駄なものはいらない」、「捨てら
れるものを大切に繰り返し使う」という、そんな
“もったいない” という “気づきの種” をまく活動
を展開しています。
　平成 26 年度は、ユニバーサルデザイン都市福岡活動支援事業の認定団体となり、
「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ ＦＥＳＴＩＶＡＬ」と題し、市民や留学生がエコルール（福
岡市のごみの出し方など）を学べるイベントを開催し、姪浜商店街や近隣の神社や
お寺を歩くまち歩きとエコ小物作りのワークショップ体験イベントを実施しました。
参加された方やユニバーサルデザインの審査員の方にも大変好評を得たイベントで
した。
　また、「環境たくみの会」は公民館などへの出前講座も展開しています。
　「小さな力も集まれば大きな力になる環境啓発で地域を元気に！」をモットーにこ
れからも活躍が期待される団体です。

たくみの会定例会の様子

「 ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ ＦＥＳＴＩＶＡＬ 」での

ワークショップの様子
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【体験コーナーの申込方法】　
電話かFAX、又は西部３Rステーションの２階受付で
①体験内容②住所③氏名④年齢⑤電話番号を必ず明記し、
お申込み下さい。

裂き織り体験！
コースター作り

10:30 ～ 15:00
( 随時 ) のうち、１時間程度
【定員】６名／日（先着順）
【申込】前日まで

土曜日

革や布を使った
ストラップ
作り

13:30 ～ 15:00
( 随時 ) のうち、30 分程度
【定員】6名／日（先着順）
【申込】前日まで

日曜･祝日

 ★毎週開催　 ★毎週開催　★すべて無料 ★すべて無料 体 験 コ ー ナ ー !
10:30 ～ 11:30

( 随時 ) のうち、30 分程度
【定員】6名／日（先着順）
【申込】前日まで

土曜日廃木材を利用した
フォトスタンド
作り

土曜･日曜 10:30 ～ 15:30
( 随時 ) のうち、30 分程度
【定員】6名／日（先着順）
【申込】前日まで

ナチュラル
カレンダー作り

日曜日 10:30 ～ 11:30
( 随時 ) のうち、30 分程度
【定員】10 名／日（先着順）
【申込】前日まで

牛乳パックで
紙すき体験

西部３Ｒステーション講座・イベント情報 
西部３Ｒステーションでは、体験コーナーや各種講座を開催しております。福岡市内に在住の方、
通勤、通学されている方なら、どなたでもご参加いただけます。身近な３Ｒを体験してみませんか？

●西鉄バス「三陽高校前」より徒歩約2分西部3Rステーションのイベント情報やくらしに役立つごみ減量3R情報が満載です！

開館時間：10：00～17：00
休 館 日：月曜日（祝日の場合は開館し、次の平日休館）
　　　　　年末年始（12月 28日～1月 3日）
住　　所：福岡市西区今宿青木1043-2（クリーンパーク西部内）
TEL：092-882-3190　　FAX：092-882-4580

（衣類等の持ち込みは16:00まで）

西部3Rステーション ご利用案内

http://www.fukuoka-seibuplaza.com 福岡市西部3Rステーション 検索［ウェブサイト］

財団法人 ふくおか環境財団
福岡市西部3Rステーション（リサイクルプラザ）
福岡市西区今宿青木1043番の2　TEL：882-3190　FAX：882-4580
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３R実践講座
の応募方法【 】

3 R 実 践 講 座

●衣類のリフォーム【ロングベスト作り】【全４回】
日　時／平成２７年４月３日（金）、１０日（金）、
　　　　１７日（金）、２４日（金）
　　　　１３：００～１６：００
場　所／西部３Rステーション 研修室
定　員／１５名（抽選）
参加費／５００円
応募締切／３月２４日（火）必着
持ってくるもの／110cm×200cm位の生地
か着物１着分（ほどいて）、布用接着芯１ｍ、
型紙用紙、裁縫道具一式、筆記用具、紙用はさみ

●衣類のリフォーム教室 第1期【全１２回】（毎週水曜日）
日　時／4月 1日（水）～6月 17日（水）
　　　　１３：００～１６：００
場　所／西部３Rステーション 研修室
定　員／１0名（抽選）
参加費／１，0００円
応募締切／3月 24日（火）必着
持ってくるもの／型紙用紙（模造紙など）、
筆記用具、リフォームしたい着物や洋服、
裁縫道具一式、ものさし。

●パッチワーク教室第1期【全１２回】（原則、毎週火曜日）
日　時／４月１４日（火）～７月１４日（火）
　　　　１３：００～１６：００
場　所／西部３Rステーション 研修室
定　員／１２名（抽選）
参加費／１，５００円
応募締切／３月２７日（金）必着
持ってくるもの／4/14からラグビーボール型のミニポーチを
作りますので、表用布（15cm×15cmを３種類）、内袋用布
（25cm×25cmを1枚）、ファスナー（12cm 1本）、裁縫道具
（はさみ（布用と紙切り用）、縫い針、縫い糸（なるべく使用する
布に近い色）、しつけ針、しつけ糸、まち針、使用済みのはがき
１枚（厚紙でも可）

●帯からボストンバッグ作り【全３回】
日　時／平成２７年４月２日（木）、１６日（木）、３０日（木）
　　　　１３：００～１６：００
場　所／西部３Rステーション 研修室
定　員／１５名（抽選）
参加費／５００円
応募締切／３月２４日（火）必着
持ってくるもの／裁縫道具一式（しつけ糸な
ど他）、筆記用具、帯１本（ひらいてアイロンをかけたもの）、
帯に合う色のバッグ用ファスナー60cm１本（初日持参ください）、
内袋用の布（木綿やプリント地）1m×1m、50cm 定規

※初心者向けです！！

ダンボールコンポスト講習会
生ごみの堆肥化でお困りの方は何でも相談下さい。
参加費／無料　　事前申込／不要
●ふくおか環境倶楽部主催
日　時／毎週土曜日 １３：００～１６：００
●ＮＰＯ法人循環生活研究所主催
日　時／毎月第２金曜日 １０：３０～１４：００

ダンボールコンポストを始めてみたい
という方、ご参加ください。
●ふくおか環境倶楽部主催
日　　時／毎月第４土曜日 １０：３０～１２：００
参加費／無料
事前申込／不要　＊基材･テキスト購入可

生ごみ堆肥相談会


