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緑 のカーテン、始めませんか？
省エネ・夏の 暑さ対 策に最 適！

毎年、猛暑が続く日本の夏。省エネでさわやかな暑さ対策とし

て、今年は緑のカーテン作りにチャレンジしてみませんか？緑の
カーテンとは、ゴーヤやアサガオ等のツル性の植物を、ネットや支

柱に這わせてカーテンのように窓を覆い、日差しを遮って室内温度
の上昇を防ぐもの。緑のカーテンを取り入れることでエアコンの

運転効率もアップ、節電につながります。涼しさに加えて、植物を
育てる喜びと、きれいな花やおいしい実の収穫も楽しめますよ。
緑 のカーテンの 省エネ効 果ってどのくらい？

緑のカーテンには生きている植物ならではの省エネ効果がい

ろいろ。日光を遮ると同時に、熱の原因となる赤外線の多くを
反射するため、室温の上昇を抑えてくれます。緑のカーテンには
しゃへい

太陽からの放射エネルギーの約80％を遮蔽する効果があり、
しゃへい

昔ながらのヨシズ（約50〜60％）や高性能の遮蔽ガラス（約
55％）等と比較しても、その効果は群を抜いています。さらに地

面から吸い上げた水を茎の中に貯えて葉の表面から水を蒸発さ
せる、いわゆる蒸散作用により、建物の周囲の放射熱が吸収さ

れ、部屋に取り込まれる空気の温度を下げることができます。
緑を目にすることで心理的なリラックス効果も期待でき、地球
にも人にもやさしい暑さ対策と言えそうです。

昨夏、西部３Ｒステーション玄関横の緑（ヘチマ）のカーテン

緑 のカーテンの 植え付け時期はいつ？

タネから育てるなら5月中に種まきを済ませましょう。ただ5月

は気温が下がる日もあるので、まいた後の温度管理には注意が

必要です。苗から育てるなら5月中旬から6月中旬を目安に植え

付けます。苗は早く植えすぎると、まだ残暑が厳しい9月に枯れ

て、カーテンの役目を果たさないことがあるので注意しましょう。
緑 のカーテンに お すすめのツル 性 植物は？

●実を収穫できるもの

●花を楽しめるもの

パッションフルーツ・ミニスイカ

フウセンカズラ

ゴーヤ・ヘチマ・ひょうたん
オカワカメ・ミニカボチャ
ミニキュウリなど

アサガオ

ユウガオ・トケイソウ

オキナワスズメウリなど
参考：環境省HP

みんなのこころがつなぐ

みらいの海
お母さんに買ってもらった洋服
お父さんと海に出かけたときに持って行った釣り竿
友達と公園で食べたコンビニのお弁当のトレー
夕飯の食材を買いに行ったときにもらったレジ袋
私たちの暮らしにはたくさんの "もの＂があり
さらに、私たちの暮らしと山・川・里・海はとても身近なところで繋がっています。
一人ひとりの、ほんの少しの心がけが私たちの海をきれいにします。

"もの＂を手放そうとするとき、一呼吸おいて考えてみてください。
この壁画で皆さんの心のスイッチを少しだけ押すことができたら嬉しいです。

この春、西部３Ｒステーション１階エントランスの
壁画が新しく生まれ変わりました。

プロダイバーならではの視点で、福岡の海の環境を守るために活動する
一般社団法人「ふくおかFUN」と西部３Ｒステーションが協働で作った壁
画は、西部３Ｒステーションに持ち込まれた衣類の端切れやボタン、海岸
に打ち上げられたプラスチックなどの漂着物と砂を使い、博多湾に暮らす
生き物からの切なる願いを、メッセージとして伝えています。
いま、世界中で問題になっている海洋プラスチックごみ問題。私たちの
ふるさとの海・博多湾も決して例外ではありません。
ロビーにはプラスチックごみ問題を紹介したパネルも展示しています。
何気なく捨てたプラスチックが、波にもまれ、紫外線にさらされながら小
さなかけらとなって、海の生物にどんな影響を与えているか、ぜひエントラ
ンスで足を止めて、考えてみてください。

6月 3R実践講座
の

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？

衣類のリフォーム教室【全8回】
日時
定員
参加費

令和2年6月3日（水）〜7月22日（水）
毎週水曜日 13：00 〜16：00
8名
（抽選） 場 所 2階研修室
応募締切 5月20日
800円
（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）、も の さし、紙
用・布用はさみ、裁 縫 道 具一
式、筆記用具。

持ってくるもの

ズボンでショルダーバッグ作り【全3回】
日時
定員
参加費

日時
定員
参加費

令和2年6月6日（土）、13日（土）
13：00 〜16：00
8名
（抽選） 場 所 2階研修室
応募締切 5月21日
500円
（木）必着

パッチワーク教室【全8回】
日時
定員
参加費

ズボン1本。裏 布：50㌢×
100㌢。型 紙 用 紙、定 規、
紙用・布用はさみ、裁縫道
具一式、筆記用具。

令和2年6月4日（木）、11日（木）、18日（木）
13：00 〜16：00
8名
（抽選） 場 所 2階研修室
応募締切 5月20日
500円
（水）必着

立てて使えるペンケース作り【全2回】

令和2年6月9日（火）〜7月28日（火）
毎週火曜日 13：00 〜16：00
8名
（抽選） 場 所 2階研修室
応募締切 5月21日
1,000円
（木）必着

応募方法

着物をリメイクした
ワンピース（作品例）
▶

▲ズボンのポケットを
活かしたデザイン

持ってくるもの

30㌢×40㌢程度の布：2種類（ブロード程度の厚み
の綿生地。
伸縮性のある布は不向き）
。
長さ30㌢のファ
スナー（布の色に合うもの。玉付きアンティークファス
ナーがおすすめ）
。
バイアステープ：広幅
（18㍉）
のワイ
ドバイアス約60㌢（共布で作ってもよい）
。型紙用紙、
定規、
紙用・布用はさみ、
裁縫道具一式、
筆記用具。

持ってくるもの〈1作目材料〉

本体用の布：30㌢×50㌢。縦15㌢程度の
端切れいろいろ（横に並べて幅40㌢程度
が必要）。印付け用チャコペン。手縫い用糸
（60番 手）。紙 用・布用はさみ、定 規、裁 縫
道具一式、筆記用具。
▲１作目作品（お薬手帳入れ）

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。

貸 出 図 書コ ー ナ ーより

今月のお す すめ 図 書

5〜6月は衣替えのシーズン。冬の間、活躍したセーターやジャ
ケット、厚手の靴下や手袋などは、しまう前にシミやほつれなど傷
んだ箇所がないか、きちんとチェックしましょう。お気に入りの服や
小物は、傷んでいても簡単には捨てられないもの。そんな大切な衣
類を、いま話題のダーニングで素敵に蘇らせてみませんか？
ダーニングとは、ものを長く大切に使い続けるヨーロッパ伝統
の、簡単でおしゃれなお直し術。
〝繕う＂というよりは、可愛い刺
しゅうを施すイメージで、難しいテクニックも必要ありません。おす

繕う暮らし

繕う愉しみ

ミスミ ノリコ 著

すめの3冊は、ダーニングの基礎から、簡単でおしゃれな繕いアイ
デアまで、わかりやすく紹介しています。専用の道具
がない場合の代用品も提案してくれているので、
思い立ったらすぐに始められそうです。家の中で
過ごす時間が、少しでも楽しくなりますように。

野口光の、
ダーニングで
リペアメイク
野口 光 著

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、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？

お 知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、国の基本方針を踏まえ、5月に実施を予定していた
下記の講座・イベントを中止いたします。
◆ 端切れでパッチワークのスマホケース作り【全３回】 ◆ リユース陶器市：５月１０日（日）
５月２日（土）
・１６日（土）
・２３日（土）

◆ハーブ入りリサイクル石けん作り：毎週水曜日

なお、下記の体験講座、生ごみ堆肥相談会についても、状況により実施を見合わせる場合がござい
ます。何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

5月の体験講座！
牛乳パックで紙すき体験

すべて無料です！
！

牛乳パックで風車

毎日 10：30〜15：30

毎日 10：30〜15：30

所要時間30分程度

所要時間30分程度

申込 随時

申込 随時

木の枝フォトスタンド

つまみ細工の花飾り

毎日 10：30〜15：30

毎日 10：30〜15：30

所要時間30分程度

所要時間30分程度

申込 随時

申込 随時

身近なもので万華鏡

ペットボトルで作るけん玉

毎日 10：30〜15：30

毎日 10：30〜15：30

所要時間30分程度

所要時間30分程度

申込 随時

申込 随時

食品トレイでマグネットインテリア

体験講座の申込方法

毎日 10：30〜15：30

電話、または西部３Ｒステーションの２階受付で直接お申込み

所要時間30分程度

いただくか、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。

申込 随時

生ごみ堆肥相談会
生ごみの堆肥化でお困りの
方は何でも相談ください。

■ふくおか環境倶楽部主催
■NPO法人循環生活研究所主催
場所／2F啓発コーナー
日時／毎月第2・第4土曜日
日時／毎月第2金曜日
参加費／無料 申込／不要
13：00〜16：00
10：30〜14：00
※基材・テキスト購入可

福岡市西部３Rステーション
休館 月曜日
日 （休日の場合は開館し、
次の平日休館）

TEL

FAX

092-882-3190 092-882-4580

バスで
お越しの方

10 : 00 -17 : 00

開館
時間 （衣類の持ち込みは16：00まで）

姪浜・天神・博多方面より
西鉄バス
「三陽高校前」
バス停より徒歩約2分
西鉄バス
「生の松原団地南」
バス停より徒歩約5分
［西鉄バス情報］
http://www.nishitetsu.jp/bus/
西鉄バス

西部３R
ステーション

〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043番地の2

http://www.fukuoka-seibuplaza.com
ツイッターを

始めました

編集・発行／ 公益財団法人

福岡市営
地下鉄

博多湾

博多駅
天神方面

姪浜駅
西鉄バス

地下鉄

福岡市西部３Rステーション

ふくおか環境財団

←前原
JR筑肥線
今宿IC 高崎交差点
捨六町IC
三陽高校
三陽高校バス停
福寿園

検索

姪浜駅
下山門駅
国道202号線
バイパス
生の松原
団地南
バス停
総合西市民
プール

西区役所
天神→
202

福重 JCT
560

西部３Rステーション
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。

