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「ポケット付きたためるエコバッグ」
（右）とポーチ２種
（３R 実践講座「パッチワーク教室」講師：田中喜代子さん作品）
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青い地球を、未来へつなぐ60分

“EARTH HOUR 2017”

に参加しませんか！

３月２５日（土）午後８時３０分〜午後９時３０分
2007年、
ＷＷＦ※オーストラリアによる地球温暖化防止キャンペーンの一環として始まったＥＡＲＴＨ
ＨＯＵＲ（アースアワー）。世界中の人々が同日、同時刻に身の回りの電気を消すというアクションを
通じて、地球温暖化防止への決意を表す世界規模の環境キャンペーンです。消灯リレーは日付変更線
に近い国々からスタート。それぞれの国の現地時間午後8時30分に実施され、時差によって東から順に
地球を一周します。
2016年には178の国と地域が参加。これまでにエッフェル塔やエンパイアステートビル、オペラハ
ウス、バッキンガム宮殿、金門橋、東京タワーなど、世界各地のランドマークでもライトダウンが行
われました。福岡では2013年に福岡タワー、2015年にはヒルトン福岡シーホークが
その趣旨に賛同し、キャンペーンに参加しています。
2017年のアースアワーは3月25日（土）、午後8時30分から午後9時
30分までの1時間。この時間帯に部屋の灯りを消すという行動だけで、
誰もがこのキャンペーンに参加できます。
暗くなった部屋の中で、地球のこと、未来の自分のこと、いま同
じ思いで灯りを消している世界中の人たちのことを考えてみてく
ださい。そして午後9時30分には再び部屋の灯りを灯しましょう。
地球環境を守りたい…、同じ思いを抱く世界中の人たちの心がつ
ながる60分間です。
※ＷＷＦ：世界自然保護基金（World Wide Fund for Nature）。約100か国で活動する
世界最大規模の環境保全団体。

春一番のエコ体験！

西区環境フェスタ
２０１７

入 場 無 料！

マイバッグを持
参してね！
＊一部有料
コーナーがあ
ります

西区ｅｃｏ特区宣言！
〜マイバッグで３Ｒ〜

フリーマーケット

西区役所と福岡市西部３Ｒステーションが主催する環境啓発イベント
「西区環境フェスタ２０１７」が、３月１２日（日）に西市民センターと
西区役所駐車場を会場に開催されます。
西部３Ｒステーションでは毎回好評のフリーマーケット（２０区画）や、３Ｒ実践講座講師に
よる「ペットボトルキャップで帽子のブローチ」講座を実施。さらに今回は福岡市環境局による
古着の回収も行われます。洗濯済みであれば破れていても引取ってもらえます（下着・防寒着・
皮革製品等は引取りできません）。この機会に着なくなった衣類をぜひ、会場にお持ちください。
この他にも、おとな（衣類）と子ども（おもちゃ）の「かえっこバザー
ル」、ボランティア団体による廃材を使ったもの作りのワークショップ
など、楽しいエコ体験が盛りだくさん。ダンスあり、演劇ありの楽し
いステージも会場を盛り上げてくれます。
当日、さまざまなエコ体験をしてスタンプを集める「スタンプラリー」
に参加した方には、先着で景品もプレゼント。この春一番のエコ体験
スポットに、みんなで遊びに来ませんか。

「ペットボトルキャップで帽子のブローチ」

日時：平成２９年３月１２日（日）
１０：３０〜１６：００
（各コーナーは１５：３０まで

ホールイベントは１６：００まで）

場所：西市民センターおよび西区役所駐車場
（福岡市西区内浜１丁目４−１

JR・地下鉄姪浜駅より徒歩３分）

※雨天決行（フリーマーケットのみ雨天中止）
ワークショップ（昨年の様子）

貸出図書
コーナーより

今月のおすすめ図書

「いちばんよくわかるちりめん細工つるし飾りの基礎」
「いちばんよくわかるちりめん細工つるし飾りの基礎２」
柳川では「さげもん」の愛称で親しまれるつるし飾り。花や動物など
のちりめん細工をつないだひな飾りで、城内の奥女中が着物の残り布を
用いて、こどものおもちゃなどを作ったのが始まりと言われています。
そんなつるし飾りが、このところ手芸好きの間でちょっとしたブーム。
おすすめの 2 冊には日本玩具博物館館長・井上重義氏の監修のもと、そ
れぞれ 20点の基礎的なつるし飾りの作り方が紹介されており、写真付
きで初心者にもわかりやすい内容になっています。ぜひ、ご家庭にある
端切れを使って、世界にひとつだけのつるし飾りを作ってみませんか。

監修：井上重義

美術を通じてたくさんの人に驚きや感動を伝えたい！
絵画造形教室「おそらのぞうさん」主宰
画家・イラストレーター 保坂真紀さん
３Ｒステーションの１階エントランスに飾っている愛ら
しい少女の絵。このかわいいパフォーマンスの仕掛け人が
画家・イラストレーターとして活躍する保坂真紀さんです。
絵画造形教室『おそらのぞうさん』を主宰。教室以外にも、
音楽に合わせて絵を描くライブペインティングや演劇の舞
台美術、広告デザインなど、幅広く活動されています。
３Ｒステーションが公民館等に出向いて行う出前講座で講師
を務めていただくこともあり、いつも元気に、あふれる笑
顔で子どもたちに接する保坂さんの講座は大人気です。

ほめ上手な保坂さんに
子どもたちもやる気アップ！

Ｑ．『おそらのぞうさん』ではどんな活動をされていますか。
A． 主に幼稚園児と小学生を対象とした絵画造形教室。またイベン

エコフェスタ 2012 で行った
ライブペインティングの様子

ト等で子ども向けのワークショップなども行っています。教室は
２００２年の「おそらのぞうさん」の設立と同時に始めたので、も
う１５年間続けています。当時幼稚園児だった教え子の中には、教
室がきっかけでデザイナーや指導者を志す子もいて、うれしい限
りです。

Ｑ．講座やワークショップのテーマはどのようにして考えるのですか。
A． 私自身、子どもっぽいところがあるので、常に “夢のようなことをしてみたい” とか “子どもた

ちをびっくりさせたい” という気持ちでテーマを考えています。例えば自分が何気なく描いた絵が
大きな作品の一部となったりすると、「えっ？こんなことができるの？」と驚いたり感動したり。子
どもたちにはそういう体験をたくさんしてもらいたいんです。その経験はその子にとってきっとプ
ラスになると思うし、そんな子どもたちが将来どんな大人になっていくのか、とても楽しみです。

Ｑ．以前、３Ｒステーションのイベントで行った「お弁当のふたで似顔絵」講座も大好評でした。
A． もともと透明のアクリル板を使った講座でしたが、３Ｒステーショ
ンでのイベントなので何か廃材を利用しようと、スタッフの方にアイ
デアをいただき、透明のお弁当のふたを使うことにしたんです。お弁
当のふたは形や大きさがまちまちなので、描くときに子どもたちにも
いろいろな創意工夫が生まれます。これはおもしろいということで、
「お
そらのぞうさん」の講座でも定番になりました。この講座をきっかけに、
捨てるものの中に何か使える素材はないか、どこかで廃材をもらえな
いかと、買う前にまず考えるようになったことは大きな収穫でしたね。「お弁当のふたで似顔絵」講座作品

Ｑ．今後チャレンジしてみたいことはありますか。
A． 今やっている活動に加え、言葉が通じなくても美術という手段を使って面白いこと、楽しいこと

をたくさんの人に伝えていきたいです。たとえば障害を持つ方や海外の方、高齢者など、いろいろ
な人を対象に美術の可能性を拡げるチャンスがほしいです。そして、これまで私が周囲の人たちに
助けていただいた恩返しの意味も込めて、教室の子どもたちがやりたいことができる環境を整える
手助けができればと思います。子どもたちが社会人になった時にいっしょに仕事をするのが私の夢。
そのためにも、それまで現役でいられるようこれからも努力を続けていきたいです。

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、３Ｒ実践講座や各種体験講座を開催しています。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？

4 月の「３Ｒ実践講座」
衣類のリフォーム教室 【全１２回】

襟付き合わせベスト 【全３回】

日時／平成２９年４月５日（水）〜６月２８日（水）
原則水曜日１３：００〜１６：００
定員／１０名（抽選）
参加費／１，０００円
応募締切／３月２２日（水）必着
持ってくるもの／リフォームしたい洋服や着物（着
物はほどいて洗い、アイロンをかけておく）、型紙用
紙（模造紙など）、裁縫道具一式、ものさし、筆記用具。

日時／平成２９年４月６日（木）･１３日（木）・２０日（木）
１３：００〜１６：００
定員／１５名（抽選）
参加費／５００円
応募締切／３月２２日（水）必着
持ってくるもの／着物、羽織等（ほどいて洗い、アイロン
をかけておく）。裏地用布 × 着丈の倍、布用接着芯５０㎝
幅の着丈分。型紙用紙、ものさし、裁縫道具一式、筆記用具。

生ごみリサイクルで元気野菜づくり【全５回】 パッチワーク教室 【全１４回】 押絵のこいのぼり【全２回】
日時／平成２９年４月９日（日）、１６日（日）、２３日（日）、
５月１４日（日）、７月９日（日）
１３：３０〜１５：３０
場所／研修室
定員／２０名（抽選）
参加費／５００円
応募締切／３月２５日（土）必着
持ってくるもの／初回（４/９）の
持参物：台所の生ごみ（あるだけ）、軍手、帽子。
他の日程で別途持参物あり（詳細は初回講座で説明）。
※応募対象：原則、
５回講座を休まず受講できる方に限ります。

日時／平成２９年４月１１日
（火）
〜７月１１日
（火）
原則火曜日 １３：００〜１６：００
定員／１２名（抽選）
参加費／１，５００円
応募締切／３月２５日
（土）
必着
持ってくるもの／本体用の
布３５㎝ ×５０㎝、はぎれ２
種類以上、縫い針（四ノ二）
、
手縫い糸
（６０番手）
、しつけ
針、
しつけ糸、
布用はさみ。
※１作目はアップリケの
ポーチ（写真は表と裏）

日時／平成２９年４月１９日
（水）
、
２６日
（水）
１３：００〜１６：００
場所／学習室
定員／１５名（抽選）
参加費／５００円
応募締切／３月２５日
（土）
必着
持ってくるもの／裁縫道具一
式、紙用はさみ、手芸用ボンド、
竹串またはつまようじ、ピンセ
ット、目打ち、おしぼり。

はがき、
ＦＡＸ、または西部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。
抽選の上、当選者のみはがきで詳細をご案内いたします。

【応募方法】

体験コーナー!
NEW つまみ細工の花飾り
毎日 10:30〜15:00
所要時間 30 分程度
【申込】随時

動物スタンプセット

毎日 10:30〜15:00
所要時間 30 分程度
【申込】随時

ecoでおしゃれな
マグネットインテリア
毎日 10:30〜15:00
所要時間 30 分程度
【申込】随時

NEW 廃材で作る

お花のメモスタンド
毎日 10:30〜15:00
所要時間 30 分程度
【申込】随時

トイレット ペーパーの芯で
ふわふわウサギ
毎日 10:30〜15:00
所要時間 30 分程度
【申込】随時

すべて無料です！
！

牛乳パックで紙すき体験
毎日 10:30〜15:00
所要時間 30 分程度
【申込】随時

牛乳パックで
メモ＆フォトブック
毎日 10:30〜15:00
所要時間 30 分程度
【申込】随時

ハーブ入り リサイクル
せっけん作り
水曜日 10:30〜11:30
【定員】10名/日(先着順）
【申込】希望日の３日
前まで

電話、又は西部３Ｒステーションの２階受付で直接お申込みいただくか、

★体験コーナーの申込方法 ①体験内容②住所③氏名④年齢⑤電話番号を明記のうえ、ＦＡＸにて下記あてにお申込みください。

生ごみ堆肥相談会
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 場所／２Ｆ啓発コーナー
●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講習会
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。ご家庭で使いみちの無い
堆肥は引き取り、新しいコンポスト基材と無料で交換いたします。まずはご相談ください。
●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
場 所／２Ｆ啓発コーナー ＊基材･テキスト購入可
博多湾

西 部 3 R ス テ ー ション ご 利用案内

←前原

開館時間：10：00〜17：00（衣類等の持ち込みは16:00まで）
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）
T E L ：092-882-3190
FAX：092-882-4580
［ウェブサイト］ http://www.fukuoka-seibuplaza.com

福岡市西部3Rステーション

検索

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！

編集・発行
お問い合せ

公益財団法人 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1043-2 TEL：882-3190 FAX：882-4580

天神→

生の松原バス停

今宿駅
今宿IC

JR 筑肥線
生の松原団地

高崎交差点

捨六町IC
三陽高校

三陽高校バス停

国道202号線バイパス

福寿園

総合
西市民
プール

西部3Rステーション
●西鉄バス「三陽高校前」より徒歩約 2 分
この印刷物は自然環境保護の
ために再生紙を使用し、植物油
インキで印刷しています。

