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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！
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休 館 日 ：月曜日（祝日の場合は開館し、
　　　　　次の平日休館）
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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
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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？
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生ごみ堆肥相談会 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／５００円（基材・テキスト代込み）
　事前申込／不要

日時／平成25年11月3日（祝）10:00～14:00
場所／西部3Rステーション　1階ピロティ
区画／ 16区画（抽選）　※小雨決行
応募資格／ 20歳以上の人（販売業をしていない方）
締切／平成25年10月23日（水）（必着）
応募方法:往復ハガキかFAX（1人1枚）に「11/3祝日フリーマーケット希望」
と記入の上、①住所②氏名③年齢④連絡先を必ず明記し、ご応募ください。

祝日フリーマーケット出店者募集！

日時／11月6日（水）、13日（水）、20日（水）
　　　13:00～16:00
場所／ 2階研修室
定員／ 15名（抽選）　参加費／ 500円
応募締切／ 10月23日（水）必着
持ってくるもの／裁縫道具一式、型紙用紙、
履かなくなったスカート（2～3枚）

日時／ 11月26日（火）、27日（水）
　　　13:00～16:00
場所／ 2階研修室
定員／ 10名（抽選）　参加費／ 500円
応募締切／ 10月23日（水）必着
持ってくるもの／裁縫道具一式、型紙用紙、
半幅帯、裏地（70cm×100cm）、ボタン

往復ハガキ、FAX、又は西部３Rステーションの２階受付で①希望
講座②住所③氏名④年齢⑤電話番号を必ず明記し、ご応募ください。
〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043-2 
Fax 092-882-4580

3Ｒ実践講座3Ｒ実践講座

福岡市西部３Ｒステーションは、環境学習や環境活動の場、福岡
市のごみ減量や３Ｒに関する情報発信の場として、“循環のま
ち・ふくおか”の一翼を担う施設です。
今、地球温暖化やごみ問題など様々な環境問題が起きています。
「環境にやさしい循環型社会」を作るため、私たち一人ひとりが
自分たちの生活の中で、できることから取り組みを進めていく
ことが大切です。
みなさんも、自分にできることを見つけてみませんか？

この印刷物は自然環境保護のために再生紙を
使用し、大豆油インキで印刷しています。

半幅帯からショルダーバッグ作り【全２回】半幅帯からショルダーバッグ作り【全２回】半幅帯からショルダーバッグ作り【全２回】

スカートからチュニック作り【全３回】スカートからチュニック作り【全３回】スカートからチュニック作り【全３回】

作品：さげもん飾り（眞法子さん）作品：さげもん飾り（眞法子さん）
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【食料自給率】横ばい状態･･･39%

3R実践講座の応募方法

食欲の秋です。秋は美味しい食材がたくさん出回ります。
そこで、ちょっと食料自給率について考えてみましょう。
先日、農林水産省から、2012年度の食料自給率（カロリーベース）が前年と同率
の39％だったと発表されました。食料自給率は1960年度の79％をピークに徐々
に低下していき、90年代後半から40％前後が続いています。自給率が向上しない
理由に食生活の変化に伴う米の消費減や、畜産物などの消費増、食料品の輸入拡大
などがあげられています。食料自給率の向上には食育や地産地消を推進することが
効果的です。
その「食育」とは、あらゆる世代にわたって、健全な食生活に必要な知識や判断
力を習得し、実現できるようにすることを目指すための取り組みのことです。
最近は、食生活が従来の和食から欧米風の肉食中心に変わったことから、脂肪エネルギーの過剰摂取による
がんや糖尿病、高血圧など生活習慣病が増加しています。また、日本人のライフスタイルや家族のあり方が多
様化したことによって、外食の増加、朝食抜き、偏食、孤食、中には，親から手作りのご飯を作ってもらった
ことの無い子ども達など、食行動の問題が注目されています。特に成長期の子どもたちにとっての健全な食生
活は、健康な心身を育むために欠かせないものです。
食育は、家庭や地域をはじめ社会全般のテーマとしてとらえることが大切です。
また、「地産地消」とは、地域で生産されたものを、その地域で消費することをいいます。食の安全の面か
らも作った人の顔が見え、新鮮で美味しく、また、輸送に伴って発生する二酸化炭素（CO2）など温室効果ガ
スの排出量が少なく、環境への負荷が小さくてすみます。環境に優しくエネルギーの無駄使いがない地産地消
の食べ物、是非、買い物の際は、地産地消を目指してみましょう。

参考文献：環境goo

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
●時間　10:30～11:30
●定員　10 名／日（先着順）
●申込締切　希望日の 3 日前まで

木の枝を使ってメモスタンド作り木の枝を使ってメモスタンド作り木の枝を使ってメモスタンド作り

すべて無料です!

●時間　　10:30～15:30　30分程度
●定員　5名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

裂き織り体験！コースター作り裂き織り体験！コースター作り裂き織り体験！コースター作り
●時間　10:30～15:30（随時）
　　　　のうち、1 時間程度
●定員　6 名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

貝殻でマグネット作り貝殻でマグネット作り貝殻でマグネット作り
●時間　10:30～15:30　30分程度
●定員　5名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

水　曜　日 

土　曜　日 

日　曜　日 
木の枝を使って汽車作り木の枝を使って汽車作り木の枝を使って汽車作り
●時間　10:30～15:30　30分程度
●定員　5名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

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下さい。

体験コーナーの
申込方法

平成25年10月10日（木）はクリーンパーク西部の施設点検
等により、臨時休館となりますのでお知らせ致します。
ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願い致します。

西部3Rステーション臨時休館のお知らせ



西部３Rステーションでは、９月上旬に元岡中学校の生徒３名が職場体験に来ました。
２日間の職場体験で生徒達は、社会の一員としての自覚・責任感などを体験してもらいました。
西部３Rステーションでの職場体験を通して、働くことの意義や社会に貢献することの意義を理解
してもらえたことと思います。

元岡中学校の生徒が職場体験しました！！元岡中学校の生徒が職場体験しました！！

お客様に元気に挨拶

古布ぞうり作りに挑戦！

力仕事は任せて下さい！

受付業務

西部３Ｒステーション「３Ｒもの作り体験!」出展西部３Ｒステーション「３Ｒもの作り体験!」出展
西部3Rステーションも「環境フェスティバルふくおか2013」に出展します。

19日（土）はブローチ作り、20日（日）はミニランドセル作りを行います。（無料）
みなさまのご来場をお待ちしております。

10月はリデュース・リユー
ス・リサイクル推進月間（略称:
3R推進月間）です。

3R推 進 月 間 と は“3R”（廃
棄物等の発生抑制（Reduce）、
再 使 用（Reuse）、再 生 利 用

（Recycle））に関する理解を深
め、循環型社会の形成に向けた
取組をより一層推進していくた
めの月間です。

私達、自らのライフスタイル
を見直す機会として3Rに取り
組んでみましょう。

10月19日（土）、20日（日）
には福岡市役所西側ふれあい広
場にて「環境フェスティバルふく
おか2013」（テーマは“みんな
にできるエコ発見!体験型エコ・
テーマパーク!”）が開催されます!

会場には、段ボールでできた“巨大エコ・マンモス”が登場!段ボール人力車やエコ
遊具ゾーンなどのほか40を超える“遊んで学べる”ブース、ステージイベント、子ど
も達が「循環するリサイクルの村」で大人の社会を疑似体験できる“子どもくるくる村”
など楽しいイベントが盛りだくさんです!

19 日　ペットボトルでブローチ作り

西区地域環境サポーター（第１０期生）
養成講座参加者募集！！

今年も、「西区地域環境サポーター養成講座」が開催されます。過去9回行われた養成講座からはたくさ
んの地域環境サポーターが生まれ、地域の環境保全のために日々、活躍されています。

さて、今年は平成25年10月24日から講座が始まります。この講座は、参加体験型（ワークショップ形式）
で、講師と語り、グループで盛り上がりながら、環境に気づき、実感し、考えて行動しようという講座で、
環境に関する施設見学なども設けられ、気づいてみたら環境に関する共通意識をもった「仲間」ができる
ような講座となっています。

応募内容と講座の詳細は以下のとおりです。

20 日　ミニランドセル作り

（日程と内容）内容は変更する場合があります（応募内容）
■定員　20名（応募者多数の場合は抽選）
■対象　

環境問題に関心があり、市内に住むか勤務する18歳
以上の人

■申込方法
住所、氏名、年齢、電話番号、「地域環境サポーター
養成講座」受講希望と書いて、はがき、FAX、電子メー
ルで10月11日（金）までに西区役所生活環境課へ

■お問い合わせ・申し込み
　西区役所生活環境課 〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4-1
　TEL:092-895-7054　FAX:092-882-2137
　E-mail:seikatsukankyo.NWO@city.fukuoka.lg.jp

10月24日（木）10時～12時
西区役所3階会議室

・オリエンテーション
・環境クイズに挑戦!!１

回 日時・場所 内　容

11月7日（木）9時～15時
西区役所駐車場集合

・百聞は一見にしかず「施設見学」
  へいざ出発!!２

11月21日（木）10時～12時
西区役所3階会議室

・3R（スリーアール）って何？
・「ヨーグルト容器で野菜づくり」にトライ!３

12月5日（木）10時～12時
西区役所3階会議室

・ボランティアって何だろう？
・ふろしきでエコしましょ !４

12月19日（木）10時～12時
西区役所3階会議室

・エコライフを考えよう
・「地球環境とくらし」に気づく５

1月9日（木）10時～12時
西区役所3階会議室

・みんなでやっていく方法教えます!
・今、わたしにできること。。。。６

1月23日（木）10時～12時
西区役所3階会議室

・楽しい活動の秘訣教えます!
・修了式７

ハーブ入り“リサイクル“石けん
作りに挑戦！

できました !

力仕事は任せて下さい!

ありがとう
ございました！

講座の材料準備作業
（集中してます）

10月は『3R推進月間』
～「環境フェスティバルふくおか2013」開催！～

10月は『3R推進月間』
～「環境フェスティバルふくおか2013」開催！～

環境フェスティバルふくおか2013
とき:平成25年10月19日（土）、20日（日）10:00 ～16:00
場所:福岡市役所西側ふれあい広場
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・環境クイズに挑戦!!１

回 日時・場所 内　容

11月7日（木）9時～15時
西区役所駐車場集合

・百聞は一見にしかず「施設見学」
  へいざ出発!!２

11月21日（木）10時～12時
西区役所3階会議室

・3R（スリーアール）って何？
・「ヨーグルト容器で野菜づくり」にトライ!３

12月5日（木）10時～12時
西区役所3階会議室

・ボランティアって何だろう？
・ふろしきでエコしましょ !４

12月19日（木）10時～12時
西区役所3階会議室

・エコライフを考えよう
・「地球環境とくらし」に気づく５

1月9日（木）10時～12時
西区役所3階会議室

・みんなでやっていく方法教えます!
・今、わたしにできること。。。。６

1月23日（木）10時～12時
西区役所3階会議室

・楽しい活動の秘訣教えます!
・修了式７

ハーブ入り“リサイクル“石けん
作りに挑戦！

できました !

力仕事は任せて下さい!

ありがとう
ございました！

講座の材料準備作業
（集中してます）

10月は『3R推進月間』
～「環境フェスティバルふくおか2013」開催！～

10月は『3R推進月間』
～「環境フェスティバルふくおか2013」開催！～

環境フェスティバルふくおか2013
とき:平成25年10月19日（土）、20日（日）10:00 ～16:00
場所:福岡市役所西側ふれあい広場



めざせ!
循環型
社会

http://www.fukuoka-seibuplaza.com

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！

ウェブサイト

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

検 索福岡市西部3Rステーション

URL

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

西部3Rステーション

←前原 天神→

JR 筑肥線

博多湾
生の松原バス停

生の松原団地 高崎交差点

国道202号線バイパス
三陽高校バス停三陽高校●

総合
西市民
プール

●

福寿園●

今宿駅
今宿IC

捨六町IC

●西鉄バス「三陽高校前」
　より徒歩約2分

編集・発行  財団法人 ふくおか環境財団
お問い合せ  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

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？

ご利用案内

2013.10
Vol.91

2013.10
Vol.91

福岡市西部3Rステーション情報誌福岡市西部3Rステーション情報誌

生ごみ堆肥相談会 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／５００円（基材・テキスト代込み）
　事前申込／不要

日時／平成25年11月3日（祝）10:00～14:00
場所／西部3Rステーション　1階ピロティ
区画／ 16区画（抽選）　※小雨決行
応募資格／ 20歳以上の人（販売業をしていない方）
締切／平成25年10月23日（水）（必着）
応募方法:往復ハガキかFAX（1人1枚）に「11/3祝日フリーマーケット希望」
と記入の上、①住所②氏名③年齢④連絡先を必ず明記し、ご応募ください。

祝日フリーマーケット出店者募集！

日時／11月6日（水）、13日（水）、20日（水）
　　　13:00～16:00
場所／ 2階研修室
定員／ 15名（抽選）　参加費／ 500円
応募締切／ 10月23日（水）必着
持ってくるもの／裁縫道具一式、型紙用紙、
履かなくなったスカート（2～3枚）

日時／ 11月26日（火）、27日（水）
　　　13:00～16:00
場所／ 2階研修室
定員／ 10名（抽選）　参加費／ 500円
応募締切／ 10月23日（水）必着
持ってくるもの／裁縫道具一式、型紙用紙、
半幅帯、裏地（70cm×100cm）、ボタン

往復ハガキ、FAX、又は西部３Rステーションの２階受付で①希望
講座②住所③氏名④年齢⑤電話番号を必ず明記し、ご応募ください。
〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043-2 
Fax 092-882-4580

3Ｒ実践講座3Ｒ実践講座

福岡市西部３Ｒステーションは、環境学習や環境活動の場、福岡
市のごみ減量や３Ｒに関する情報発信の場として、“循環のま
ち・ふくおか”の一翼を担う施設です。
今、地球温暖化やごみ問題など様々な環境問題が起きています。
「環境にやさしい循環型社会」を作るため、私たち一人ひとりが
自分たちの生活の中で、できることから取り組みを進めていく
ことが大切です。
みなさんも、自分にできることを見つけてみませんか？

この印刷物は自然環境保護のために再生紙を
使用し、大豆油インキで印刷しています。

半幅帯からショルダーバッグ作り【全２回】半幅帯からショルダーバッグ作り【全２回】半幅帯からショルダーバッグ作り【全２回】

スカートからチュニック作り【全３回】スカートからチュニック作り【全３回】スカートからチュニック作り【全３回】

作品：さげもん飾り（眞法子さん）作品：さげもん飾り（眞法子さん）

学習
体験
学習
体験

情報
発信
情報
発信

活動
支援
活動
支援３R３R

【食料自給率】横ばい状態･･･39%

3R実践講座の応募方法

食欲の秋です。秋は美味しい食材がたくさん出回ります。
そこで、ちょっと食料自給率について考えてみましょう。
先日、農林水産省から、2012年度の食料自給率（カロリーベース）が前年と同率
の39％だったと発表されました。食料自給率は1960年度の79％をピークに徐々
に低下していき、90年代後半から40％前後が続いています。自給率が向上しない
理由に食生活の変化に伴う米の消費減や、畜産物などの消費増、食料品の輸入拡大
などがあげられています。食料自給率の向上には食育や地産地消を推進することが
効果的です。
その「食育」とは、あらゆる世代にわたって、健全な食生活に必要な知識や判断
力を習得し、実現できるようにすることを目指すための取り組みのことです。
最近は、食生活が従来の和食から欧米風の肉食中心に変わったことから、脂肪エネルギーの過剰摂取による
がんや糖尿病、高血圧など生活習慣病が増加しています。また、日本人のライフスタイルや家族のあり方が多
様化したことによって、外食の増加、朝食抜き、偏食、孤食、中には，親から手作りのご飯を作ってもらった
ことの無い子ども達など、食行動の問題が注目されています。特に成長期の子どもたちにとっての健全な食生
活は、健康な心身を育むために欠かせないものです。
食育は、家庭や地域をはじめ社会全般のテーマとしてとらえることが大切です。
また、「地産地消」とは、地域で生産されたものを、その地域で消費することをいいます。食の安全の面か
らも作った人の顔が見え、新鮮で美味しく、また、輸送に伴って発生する二酸化炭素（CO2）など温室効果ガ
スの排出量が少なく、環境への負荷が小さくてすみます。環境に優しくエネルギーの無駄使いがない地産地消
の食べ物、是非、買い物の際は、地産地消を目指してみましょう。

参考文献：環境goo

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
●時間　10:30～11:30
●定員　10 名／日（先着順）
●申込締切　希望日の 3 日前まで

木の枝を使ってメモスタンド作り木の枝を使ってメモスタンド作り木の枝を使ってメモスタンド作り

すべて無料です!

●時間　　10:30～15:30　30分程度
●定員　5名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

裂き織り体験！コースター作り裂き織り体験！コースター作り裂き織り体験！コースター作り
●時間　10:30～15:30（随時）
　　　　のうち、1 時間程度
●定員　6 名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

貝殻でマグネット作り貝殻でマグネット作り貝殻でマグネット作り
●時間　10:30～15:30　30分程度
●定員　5名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

水　曜　日 

土　曜　日 

日　曜　日 
木の枝を使って汽車作り木の枝を使って汽車作り木の枝を使って汽車作り
●時間　10:30～15:30　30分程度
●定員　5名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

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下さい。

体験コーナーの
申込方法

平成25年10月10日（木）はクリーンパーク西部の施設点検
等により、臨時休館となりますのでお知らせ致します。
ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願い致します。

西部3Rステーション臨時休館のお知らせ


