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？
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廃材を使って汽車作り（新規体験講座メニュー）

「生物多様性」
ってなに？

「生物多様性」という言葉を聞いたことがありますか。今回は、
「生物多様性の恵み」につい
て簡単に学んでみたいと思います。
生物多様性とは、生きものたちの豊かな個性とつながりのことで、地球上の生きものはさま
ざまな環境に適応して進化し、3,000 万種ともいわれる多様な生きものが生まれました。こ
れらの生命は、全て直接的に、間接的に支えあって生きています。
私たちの生活の中で当たり前と思っていることの多くが、生物多様性の恵みの上に成り立っ
ており、それらは「生態系サービス」と呼ばれ、以下のような 4 つに分類されます。
①「供給サービス」：食料、燃料、木材、繊維、薬品、水など、人間の生活に重要な資源を供給
するサービスを指します。

南国の海

②「調整サービス」：森林があることによって気候が緩和されたり、洪水が起こりにくくなった
り、水が浄化されたりといった、環境を制御するサービスをいいます。
③「文化的サービス」：日本には地域性豊かな文化や自然と共生してきた知恵と伝統があり、地
域ごとに異なる自然と一体になって地域色豊かな伝統文化が育まれてきました。精神的充
足、美的な楽しみ、宗教・社会制度の基盤、レクリエーションの機会などを与えるサービス。
イルカ
④「基盤サービス」：①から③までのサービスの供給を支えるサービスのことを指し、光合成に
よる酸素の生成、土壌形成、栄養循環、水循環などがこれにあたります。
私たちは、このような生物多様性の恵みを将来にわたって享受できる自然と共生する社会を実現するために、日常生活の
中で、例えば、
“農”を中心とする地域の環境保全のために、旬のもの・地のものを食べたり、近くの山や海に出かけて自
然や生物にふれることも大切ですね。

西部３ R ステーションでは、７月 28 日（日）に「夏休み 親子自然観察会」
（次ページ参照）を開催します。
是非、参加してみませんか。
引用：環境省生物多様性ホームページ

夏休み企画!!

親子自然観察会
～身近な自然の生き物たち

室見川にはさまざまな生き物が住んでいます。その生き物を観察して、
ふれあうことで自然に親しみ、自然環境の大切さを学んでみませんか。
昆虫探しや、川の生物をあみや仕掛けで捕まえて観察してみよう !!
日 程：平成２５年７月２８日（日）
時 間：１０：００～１５：００ ※雨天決行
場 所：室見川河畔公園（集合場所：地下鉄橋本駅）
参加料：無料
定 員：５０名（応募多数の場合は抽選）
対 象：幼稚園児・小学生・中学生 ※保護者同伴
持ってくる物：弁当、水筒、着替え
申込方法：往復はがき、FAX または
西部３ R ステーション２階の受付にて
①住所②参加者全員の氏名、年齢③電話番号を
必ずご記入の上、申込みください。
締切日：平成２５年７月２１日（日）
申込先：４ページ掲載の最後の連絡先まで、申込みください。

（昨年の今宿野外活動センターの様子）

ゴケグモ類にご注意ください!!
福岡市では平成 19 年に「セアカゴケグモ」が、平成 20 年に「ハイイロゴケグモ」が発見されました。
気温の上昇によりゴケグモ類の活動が活発になり、また、人も肌の露出が増えるため十分に気を
つけてください。

■ゴケグモ類（セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモ）の生態
（１）特徴
・セアカゴケグモ
体長は約１ cm、全体に黒く、背に赤色の帯状の模様
・ハイイロゴケグモ
体長は約１ cm、背面は、灰色及び黒色の様々で、斑紋を持つ
どちらのクモも腹部腹面に赤色の砂時計型の斑紋を持つ
（２）症状
セアカゴケグモ（雌）
・咬まれた時はほとんどの場合、針で刺さされたような痛みがあり、咬まれた
箇所に熱感を感じることや紅斑を伴うことが多い。
・経過はさまざまで、そのまま治まることもあれば、重症化することもある。
・手や足を咬まれた場合でも胸部、腹部や全身に強い痛みを生じたり、けいれんを起こすこともある。
・発汗、吐き気、高血圧、呼吸障害などを伴うことがある。
・国内で、６０件以上のセアカゴケグモによる咬傷事例が報告されているが、重症事例はない。
・小児や高齢者は症状が重くなる恐れがあるので注意が必要である。
（３）生息場所
・日当たりが良く、昆虫や小動物等の餌が豊富なところ
・排水溝の側面やふたの裏、水抜き管、プランターの縁などで、不規則な巣を作る
（４）習性
・攻撃性はなく、素手で触らない限り、かまれることはない。
（５）防除方法
腹面
・市販の家庭用殺虫剤（ピレスロイド系殺虫剤）を噴霧することにより殺虫できる。 背面
ハイイロゴケグモ
（雌）
・清掃や花壇の手入れなど、屋外で作業するときはゴム製の手袋などを着用する。
【環境省提供】
（６）ゴケグモ類にかまれたときの処置
・咬傷部分を温水や石けん水で洗い落して、できるだけ早く近くの医療機関を受診してください。
ただし、しびれや痛みが全身に広がった時には、救急車を利用してください。
（７）生態・駆除等についてのご相談
各区役所生活環境課までご連絡ください。
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ごみ減量をキーワードとして様々な活動をしているボランティア団体が集まり、
もの作りワークショップを行います。
ごみの減量について考えるきっかけづくり
として、
子どもから大人まで楽しみながら体験出来ます。
是非、
ご参加下さい。

日時
場所

フリーマーケット
を
同時開催します

10:00～15:00（受付は14:30まで）
平成25年７月15日
（月・祝）
西部3Rステーション 参加費 50円～

ふくおか環境倶楽部
廃材、廃油ろうそくを使って
“ポンポン船”作り
その他に「生ごみコンポスト
講習会」を開催します。

エフロク
タオルを使った“帽子やマ
スク”作りや古布を使った
小物作りを体験出来ます。
また、タオル 帽子キットな
ども販売します。

わのわ
布ぞうり、一閑張などの
販売を行います。

エコファイブ
新聞紙でエコバック作
り、花 やトン ボ のアク
セサリー作り、クラフト
バンドのカチューシャ
作りを体験出来ます。
また、ミニランドセルな
どを販売します。

ゆいの会
牛乳パックと古布を
使った小物入れ作り
を体験出来ます。

オーシャンズ 5374
木片を使ったリス作り、
貝殻を使ったデコ貝殻作
りなどを体験出来ます。

エフコープ生活協同組合
鉛 筆工 場 のおがくずか
ら作った粘土で工作した
り、牛乳パックをサイコ
ロ状にした絵あわせパズ
ルなどを体験出来ます。

山ぼうしの会
古布とおちょこを使っ
た針山作りを体験出来
ます。

姪浜駅南エコクラブ
古 紙 な ど を 使 っ た メッ
セージカード、段ボールな
どを使ったブローチ 作り
を体験出来ます。
また、バラのチョーカーな
どを販売します。

ベスタ
ラッピング用紙を
使ったしおり、ワイ
ンコルクを使った
人形作りを体験出
来ます。
また、食器を使った寄せ植え
を販売します。

エコリス

２色布でコースター作り
を体験出来ます。
また、手芸小物を販売し
ます。

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。福岡市内にお住まいの方なら、
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？

•体験コーナー!•

祝 日フリーマーケット開催！
日時／平成２５年７月１５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 ※小雨決行

火曜日～金曜日

7月3日（水）、7月10日（水）

古布でうちわ作り

ハーブ入り“リサイクル”石けん作り

10:30～15:30
のうち、30 分～1 時間程度
●定員 10 名／日（先着順）
●申込締切
希望日の前日まで

●時間 10:30～11:30
●定員
10 名／日（先着順）
●申込締切
希望日の 2 日前まで

廃材を使って汽車作り

●時間 10:30～15:30
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

●時間

3Ｒ実践講座
ロングブラウスとタンクトップ作り
【全３回】
日時／８月１日（木）、８日（木）、15 日（木）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／ 7 月 21 日（日）必着
持ってくるもの／薄地着物１枚（ほどいて洗ってくる）、
裁縫道具一式、50cm ものさし、筆記用具、型紙用紙

すべて
無
料です!
毎週開催

毎週土曜日

裂き織り体験！コースター作り
●時間

10:30～11:30
30 分程度
●定員 5名/日（先着順）
●申込締切
希望日の前日まで

パッチワーク教室【全１２回】

日時／８月６日（火）～１２月３日（火）
13:00～16:00
（第１火曜日と休館日を除く毎週火曜日）
場所／２階研修室 定員／ 12 名（抽選）
参加費／ 1,500 円
応募締切／７月２１日（日）必着
持ってくるもの／縫い糸（四の二）、しつけ糸、しつけ針、
布用はさみ、紙切り用はさみ、25ｃｍ×25ｃｍ位の布を 4 枚

木の枝で鉛筆作り
●時間 13:30～15:30
のうち、1 時間程度
●定員
10 名／日（先着順）
●申込締切 希望日の前日まで

廃材でメモスタンド作り
●時間

10:30～11:30
30 分程度
●定員 5名/日（先着順）
●申込締切
希望日の前日まで

毎週日曜日

牛乳パックで紙すき体験

手ぶらで体験！古布でぞうり作り
日時／８月９日（金）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／７月２１日（日）必着
持ってくるもの／無し 備考／必ずズボン着用

●時間 10:30～11:30
●定員 10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
●時間

3R 実践講座の応募方法
往復ハガキ、
ＦＡＸ、
又は西部３ R 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

生ごみ堆肥相談会

14:00～15:30
30 分程度
●定員 5名/日（先着順）
●申込締切
希望日の前日まで

体験コーナーの
申込方法

廃ガラスの工作
●時間
10:30～15:30
のうち、1 時間程度
●定員 10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。

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

西 部３Ｒステーション
ご利用案内

●西鉄バス「三陽高校前」
より徒歩約 2 分

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

ウェブサイト

博多湾

←前原

天神→

生の松原バス停

今宿駅
今宿 IC

三陽高校●

JR 筑肥線

生の松原団地

高崎交差点

捨六町 IC
国道202号線バイパス
三陽高校バス停

福寿園●

西部3Rステーション

総合
西市民
プール
●

URL http://www.fukuoka-seibuplaza.com

福岡市西部3Rステーション

検索

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！

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。
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