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　最近、ニュースや新聞で赤サンゴの密漁問題について報じられていますが、“サンゴ”とは、一見植
物のようですが、イソギンチャクと同じ刺胞動物の仲間で、「ポリプ」と呼ばれる小さな個体が多数集まっ
てできています。
　サンゴ礁は複雑で豊かな生態系を形成します。例えば、イソギンチャクを住み家にしているクマノミ
などの生物は、サンゴが放出する粘液や卵をエサとし集まったり、他の魚の産卵場所になったりして、
多種多様な生物が身を寄せる場になっています。また、共生している藻類が光合成により酸素を出すこ
とから、一言でいえば、海の中の森林としての役割があります。
　しかし、世界のサンゴ礁は現在、「土砂流入による窒息」や「オニヒトデなどの天敵による被害」「地球
温暖化により海水温が上昇して起こる白化現象」などによる影響を受けて深刻な状況に直面しています。
　そこで、国内外ではサンゴ礁を保全するための取り組みが行われています。
　みなさんも、沖縄や小笠原諸島などでのすばらしく綺麗なサンゴの映像をテレビなどで観たことがあ
ると思います。
　そのサンゴが近年では深刻な状況に直面していることを考え、地球
温暖化の防止策として自らできる行動を行い自然環境を守りましょう。
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きれいな海のサンゴが減少!きれいな海のサンゴが減少!
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【地球温暖化防止のため自らできる行動（一例）】
・冷蔵庫の開け閉めを少なくする
・エアコンはできるだけ使わない
・電気のスイッチはこまめに消す
・短い距離は、自動車ではなく歩いたり、自転車で

参考：環境 goo
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クリスマスのミニタペストリー作りクリスマスのミニタペストリー作り
　１１月７日、１４日、２１日の全３回に
わたり「クリスマスのミニタペストリー作
り」講座を開催しました。不用になった色
とりどりの端切を使って新たにクリスマス
仕様の“タペストリー”にリメイクしました。
出来上がったタペストリーはクリスマスの
気分を盛り上げてくれることと思います。
参加者からは「布の切れ端からこんなにきれいなタペストリーができてうれしい。」 など
の声を聞くことができました。

講座に

おじゃまします
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海外の方が施設見学に来ました！海外の方が施設見学に来ました！

★香港の高校生３０名★
リユースの一つの方法として、不用に

なった衣類の生地を使って”うちわ作り”

を体験しました。生徒らは清掃工場が住

宅街の中にあることや西部３Ｒステー

ションが旧清掃工場の建物をリユースさ

れていることに驚いていました。

★インドネシアの高校生２０名★
生徒らは“リサイクル”の説明の中で、

生ごみからコンポストを作って野菜を育

てて収穫する取り組みについて興味を

持っていました。

見学の後“間伐材を利用した日本語の

ネームプレート作り”に挑戦しました。

自国でも環境教育やごみの減量に役立

つ、牛乳パックを利用した”紙すきハガ

キ作り”や廃食油を利用した”リサイク

ル石けん作り”を体験して、作り方のノ

ウハウを習得しました。

帰国後は、ごみ減量や３Ｒの推進に向け

て「環境啓発の一環としてワークショップ

を開きたい。」とのことでした。

１１月７日（金）

１１月１１日（火）

★独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）の研修生４名★



地域イベント「いきみなみ文化祭」に出展しました！！地域イベント「いきみなみ文化祭」に出展しました！！
　１１月８日（土）に西区の壱岐南小学校で行われた「いきみなみ文化祭」に出展
しました。
　“環境クイズ” と “古布を利用したストラップ作り” を行い、環境クイズでは友達
同士や保護者と一緒に考える姿もあり，クイズを通して身近な３Ｒについて楽しく
学んでいました。また，古布を利用したストラップ作りでは不用になった布やボタ
ンを利用してできたストラップを見て，「家でも作ってみる！」，「家にあるボタン
をつけてみよう！」など嬉しそうにしていました。

環境クイズの様子 古布を使ったストラップ作りの様子

　１２月６日（土）から１２月２１日（日）までの土曜日と日曜日に” クリスマス
にちなんだもの作り “を開催します。木の枝でサンタ作りや雪だるま作り、古布な
どを使ったクリスマスストラップ作りなど楽しいワークショップが体験できます。
　エコなもの作りを楽しんだら、かえるポイントを貰って、最終日の 12 月 21 日
（日）におもちゃのかえっこバザールに参加できます。
　クリスマス前にエコなもの作り
とかえっこバザールを体験しに来
ませんか。
　また、２１日当日にいらなく
なったおもちゃを持ってきても、
かえるポイントがもらえるよ！！
（ワークショップの内容は４ペー
ジへ）

平成２６年１２月２８日（日）から平成２７年１月３日（土）まで休館致します。
なお、新年は平成２７年１月４日（日）１０時より開館致します。

年末年始 休館日のお知らせ

１２月の土曜日と日曜日にイベント開催
１２月の土曜日と日曜日にイベント開催

クリスマスエコもの作りと“かえっこバザール”クリスマスエコもの作りと“かえっこバザール”
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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？

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
の応募方法【 】

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

●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

編集・発行
お問い合せ 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。

生ごみ堆肥相談会

3 R 実 践 講 座
衣類のリフォーム教室
【全１２回】（毎週水曜日）
日　時／平成２７年１月７日（水）～３月２５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／１２／２４（水）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。

フード付きリバーシブル
ベスト作り【全３回】
日　時／平成２７年１月８日（木）、１５日（木）、
　　　　　２２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／１２月２４日（水）必着
持ってくるもの／
着物（２種類）、ループ
（紐）、ループエンド（紐
止め）、裁縫道具一式、
筆記用具、ボタン（着物
に合うもの）３個、はさ
み（紙用、布用）

古布と軍手を使ってまねき猫
作り at さいとぴあ
日　時／平成２７年１月１６日（金） 
　　　　１０：００～１２：００
場　所／さいとぴあ
　　　　（福岡市西部地域交流センター）
定　員／２０名（抽選）
参加費／無料
応募締切／１２月２４日（水）必着
持ってくるもの／裁縫道具、筆記用具

 ハーブ入り“リサイクル”
 石けん作り

10:30 ～ 11:30
【定員】10 名／日（先着順）　【申込】希望日の３日前まで
毎週水曜日

【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。

体 験 コ ー ナ ー !
すべて
無料 
すべて
無料 

【定員】先着順 (各30名)
【申込】当日申込み

10:00 ～ 14:00
( 随時 ) のうち、
30 分程度

クリスマスもの作りワークショップ！！ ＊最終日２１日(日 )は、“かえっこバザール”開催!!

クリスマス柄
マグネット

12/20( 土 )

古布
クリスマス
タペストリー

12/21( 日 )

紙のサンタ
壁飾り

12/20( 土 )

クリスマス
プリント
コースター

12/21( 日 )

木の枝サンタと雪だるま
12/6( 土 )
12/7( 日 )
12/13( 土 )
12/14( 日 )
12/21( 日 )

ガラスの
クリスマス
ツリー
12/7( 日 )
12/14( 日 )

12/14( 日 )

クリスマス
カラーの
ストラップ

すべて
無料 
すべて
無料 


