
博多湾

三陽高校

生の松原バス停 天神→

高崎交差点
JR筑肥線
生の松原団地

福寿園 総合
西市民
プール

←前原

西部3Rステーション

三陽高校バス停

今宿IC

捨六町IC

今宿駅

●西鉄バス「三陽高校前」より徒歩約2分

国道202号線バイパス国道202号線バイパス国道202号線バイパス

西部３Ｒステーション 講座・イベント情報

10月の「３Ｒ実践講座」

体験講座！ すべて無料です！！

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（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

西部3Rステーション ご利用案内

福岡市西部3Rステーション 検索［ウェブサイト］ http://www.fukuoka-seibuplaza.com

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。

編集・発行　公益財団法人 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1043-2　TEL：882-3190　FAX：882-4580
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９月は『オゾン層保護対策推進月間』。今から３０年ほど前の１９８７年９月１６日に「オゾン層を破壊する物質
に関するモントリオール議定書」が採択されたことにちなんで制定され、国や地方自治体でもオゾン層の保護やフ
ロン等の対策に関する普及啓発活動に取り組んでいます。
オゾンは酸素原子３個からなる気体で、地表から約１０～５０ｋｍ上空の成層圏に約９０％が集まっています。こ

のオゾンが多く集まる層が「オゾン層」と呼ばれるもの。オゾン層は太陽光からの有害な紫外線を吸収して、人間
をはじめ地上の生物を守るバ
リアとなっています。
しかし、フロン等の化学物

質の影響で、オゾンの分解・
生成のバランスがくずれ、
１９８０年代から１９９０年代
前半にかけてオゾンの量が地
球規模で大きく減少しました。
１９９０年代後半からはわず
かな増加傾向がみられるもの
の、現在も少ない状態には変
わりなく、オゾン層の破壊は
続いています。
フロン類は安価で扱いやす

く、人体への害も小さいため、
長年冷蔵庫やエアコンの冷媒、
スプレーの噴射剤等に多く使
用されてきました。しかし種
類によっては二酸化炭素の数
百倍から一万倍超の強い温室
効果をもつため、地球温暖化
防止のためにも放出を抑える
取り組みが重要です。

フロンの放出を抑え、オゾン層を守ろう！フロンの放出を抑え、オゾン層を守ろう！フロンの放出を抑え、オゾン層を守ろう！
９月は『オゾン層保護対策推進月間』です！９月は『オゾン層保護対策推進月間』です！10:30～15:00
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所要時間30分程度
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毎日 10:30～11:30
【定員】10名／日（先着順）
【申込】希望日の３日前まで

水曜日

★体験講座の申込方法★ 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、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。

●往復はがき、またはＦＡＸにて「いとにぎわい祭りフリーマーケット希望」と
　ご記入のうえ、住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、ご応募ください。

●往復はがき、またはＦＡＸにて「１０月のフリーマーケット希望」とご記入のうえ、
　住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、ご応募ください。

生ごみ堆肥相談会

イベント開催情報！　「祝日フリーマーケット」

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。
場　所／２Ｆ啓発コーナー　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

●ふくおか環境倶楽部主催
日　時／毎月第４土曜日　１０：３０～１２：００
場　所／２Ｆ啓発コーナー　　参加費／無料
事前申込／不要　　※基材・テキスト購入可

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。

祝日フリーマーケット出店者募集！「いとにぎわい祭り」フリーマーケット出店者募集出店料無料！ 出店料無料！
日時／平成２９年９月２４日㈰　１０：００～１５：００
場所／さいとぴあ（福岡市西区西都２-１-１　ＪＲ筑肥線九大学研都市駅前）
区画／１６区画（抽選）　※雨天中止
応募資格／市内在住、または市内に通勤・通学する２０歳以上の人（販売業者でない方）
締切／平成２９年９月１２日㈫（必着）

日時／平成２９年１０月９日（祝・月）　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）　※少雨決行
応募資格／市内在住、または市内に通勤・通学する２０歳以上の人（販売業者でない方）
締切／平成２９年９月２６日㈫（必着）

フード付きリバーシブルベスト　【全３回】
日時／平成２９年１０月１２日㈭、１９日㈭、２６日㈭
　　　１３：００～１６：００
定員／１５名（抽選）　　参加費／５００円
場所／２階研修室　　応募締切／９月２６日㈫必着
持ってくるもの／着物×２種類（表・裏用）は、ほどいて洗いアイロンをかけておく。
ボタン×３個（直径１．８㎝～２．４㎝程度）。ループ（中太）×１２０㎝～１４０㎝。
ループ留め×２個。型紙用紙、メジャー、ものさし、裁縫道具一式、紙用・布用はさみ、筆記用具。

立てて使えるペンケース　【全２回】布で作るネックレス
日時／平成２９年１０月１３日㈮
　　　１３：００～１６：００
定員／１５名（抽選）　　参加費／３００円
場所／２階研修室　　応募締切／１０月３日㈫必着

日時／平成２９年１０月１８日㈬、２５日㈬
　　　１３：００～１６：００
定員／１５名（抽選）　　参加費／５００円
場所／２階学習室　　応募締切／１０月３日㈫必着

持ってくるもの／幅６㎝×長さ２０㎝の布３枚、
ウッドビーズ×６個、丸ひも（ウッドビーズに通る程度の太さのもの。革ひも等でもよい）×１ｍ
※その他、丸ひもが通る程度の穴の開いたビーズ等があれば持参してよい。

持ってくるもの／３０㎝×４０cmの布×２種類（綿：ブロード程度の厚さ）。
長さ３０㎝のファスナー×１本（あれば玉付き）。バイアステープ：広幅（１８㎜）のワイドバイアスを
約６０㎝。型紙用紙、裁縫道具一式、紙用・布用はさみ、筆記用具。

【応募方法】

各ブースに出品された衣類や本、雑貨の中から、
あなたが欲しかった品や思わぬ掘り出し物が見つかるかもしれません。
ぜひご家族やお友達といっしょに遊びに来ませんか。

日時／平成２９年９月１８日（祝・月）　１０：００～１４：００
場所／西部３Ｒステーション　１階ピロティ

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?

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。

私たちにできる取り組み
●家庭用冷凍・冷蔵庫やスプレー缶類を買い替えるときはノンフロン製品を選びましょう。
●エアコンや冷凍・冷蔵庫、カーエアコンの効きが悪くなったら、専門業者による点検・修理を行いフロン
類の漏れを防ぎましょう。

●家庭用の冷凍・冷蔵庫、エアコン、洗濯乾燥機（ヒートポンプ式）を廃棄する場合は家電リサイクル法に従い、
小売店等に引き取りを依頼しましょう。マイカーを廃車するときも、自動車リサイクル法に基づき、ディー
ラーや整備業者等、都道府県の登録業者による回収が必要です。

●臨時休館のお知らせ　１０月５日㈭は、西部工場の施設点検による送電停止のため、臨時休館となります。

洗濯ばさみで作る猫型クリップ「だっこニャン」
日時／平成２９年１０月６日㈮
　　　１３：００～１６：００
定員／１５名（抽選）　　参加費／２００円
場所／２階研修室
応募締切／９月２６日㈫必着
持ってくるもの／２５㎝角布×１枚。
１㎝弱幅のリボン×３５㎝。針・糸・はさみなど裁縫道具一式、筆記用具。

※参考：オゾン層を守ろう2016（環境省作成）・環境省HP



３Ｒステーションの体験講座

　牛乳パックの形を活かしてつくる、収納グッズやパスケース、パックンポーチな
ど、実用的な小ものづくりが手軽に楽しめる本。主な材料は牛乳パックと余り布と
接着剤だけ。材料費をほとんどかけずに作れるのもうれしいですね。お子さんとの
工作やプレゼントにもぴったりです。

『牛乳パックで紙漉き小物』
　３Ｒステーションの体験コーナーで「牛乳パックで紙すき」をしたあと、よりお洒落な小物のアイデアが知りた
いという方におすすめの一冊。基本のカードやしおりから、モビールやオーナメント、立体的な小物まで１４０
点が提案されています。さらに色付けの仕方や別素材をすき込む方法など、紙すきを
楽しむためのヒントもいっぱいです。

『牛乳パックでできる！　おしゃれな実用小もの』

玄洋校区が新設された平成元年当初に始まり、夏休みを前に実施す
る子どもたちのボランティア活動の一環として続けられてきたようで
す。私が子ども会に関わるようになった２０年前にはすでに恒例化し
ていて、現在は毎年「海の日」に実施しています。
清掃場所は校区内の二宮神社（西区今宿１）前から横浜側の約１㎞
の区間。河川敷から流れてきた枯れた葦や海藻などの自然ごみに加え、
ペットボトルや空き缶、たばこの吸い殻、花火の燃えかすなど、人が
捨てていったごみ等が、わずか１時間で軽トラック５～６台分になり
ます。

A．
Ｑ．海岸清掃はいつ頃から行われているのですか

毎年、玄洋校区の子ども会育成連合会に参加する子どもとその保護
者、各町内会長はじめ、自治協議会のメンバー、公民館関係の方々など、
多くの人に協力していただいています。最近は子ども会に加入する子
が校区全体の５割に満たないのが残念ですが、子ども会を卒業した中・
高校生で結成される「ジュニアリーダー」のメンバーも自主的に参加
し、小学生のお兄さんお姉さん役として頼りになる存在です。

A．
Ｑ．今年もたくさんの方が参加されていますね

子どもたちに何かボランティア活動をさせたいという思いから始
まった年一回の海岸清掃ですが、親子で散歩をしたり、友達と遊んだ
りする身近な海を、自分たちの手できれいにし、大切に守ることは、
子どもたちにとってもいい経験です。保護者の皆さんも積極的に参加
してくれるし、役員も皆で地域の子どもたちを育てていこうという気
持ちで、楽しみながらやっています。こういう経験をした子どもは大
人になっても決してごみをポイ捨てする側にはならないはず。これか
らも地域全体で、次の世代へつないでいきたいと思っています。

A．
Ｑ．これからもずっと続けていただきたいですね

７月１７日の「海の日」、早朝から強い日差しが降り注ぐなか、福岡市西区・玄洋校区の子ども会育成
連合会が主催する長垂海岸の清掃が行われました。午前７時半、子どもリーダー会長の金田純青君（玄
洋小６年）の開会宣言で始まった海岸のごみ拾いには、子ども
たちとその保護者を中心に、各町内会、自治連合会のメンバー
など約４００人が参加。大きなごみ袋を手に、およそ１時間に
わたり軽トラック５～６台分のごみを拾い集めました。
すっかりきれいになった浜辺を前に、最後は子どもリーダー会

のボランティア部長・高田聖菜さん（玄洋小６年）の「これか
らも海岸を汚さないようにしましょう」という閉会宣言で締めく
くられました。今月は玄洋校区子ども会育成連合会会長の吉田
三千尋さん（６０歳）に、毎年恒例となっている海岸清掃につ
いてお話を伺いました。 左から金田純青君・吉田三千尋さん・高田聖菜さん

身近な海を、自分たちの手できれいに！

牛乳パックで
　「紙すき」体験
牛乳パックで
　「紙すき」体験
牛乳パックで
　「紙すき」体験

玄洋校区子ども会育成連合会　「海の日」海岸清掃

かみ す

牛乳パックから作った良質なパルプを使っ

て、手すきのハガキを作ってみませんか。

西部３Rステーションでは、牛乳パックを利

用した紙すき体験講座を無料で行っています。

一度体験して「紙すき」の仕組みがわかれば、

家庭でも木枠などの道具を手作りして、手軽

に楽しむことができます。好みの素材をすき

込んだり、色付けをしたりして、オリジナル

の紙作りに挑戦しましょう。

①牛乳パックを２～３日水に浸し
　フィルムをはがす。

紙すき道具一式。

②①をミキサーで砕いたパルプを
　木枠に流す。

③木枠をそっとはずし、上から
　布をかぶせる。

④手のひらで水気を取り、
　さらにタオルで押さえる。

⑤布をはがしてアイロンで
　乾燥させる。

⑥手すきハガキの完成。 色を付けたり、型をつかって
可愛くデコレーション。

２階多目的ホールで無料体験ができます！

大人も子どもも仲良くごみ拾い

約１時間の作業で集まったごみの山

校区１０町内から集まった子どもたち
（写真右側はジュニアリーダーの皆さん）

すっかりきれいになった長垂海岸

牛乳パックで
　「紙すき」体験
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ペットボトルや空き缶、たばこの吸い殻、花火の燃えかすなど、人が
捨てていったごみ等が、わずか１時間で軽トラック５～６台分になり
ます。

A．
Ｑ．海岸清掃はいつ頃から行われているのですか

毎年、玄洋校区の子ども会育成連合会に参加する子どもとその保護
者、各町内会長はじめ、自治協議会のメンバー、公民館関係の方々など、
多くの人に協力していただいています。最近は子ども会に加入する子
が校区全体の５割に満たないのが残念ですが、子ども会を卒業した中・
高校生で結成される「ジュニアリーダー」のメンバーも自主的に参加
し、小学生のお兄さんお姉さん役として頼りになる存在です。

A．
Ｑ．今年もたくさんの方が参加されていますね

子どもたちに何かボランティア活動をさせたいという思いから始
まった年一回の海岸清掃ですが、親子で散歩をしたり、友達と遊んだ
りする身近な海を、自分たちの手できれいにし、大切に守ることは、
子どもたちにとってもいい経験です。保護者の皆さんも積極的に参加
してくれるし、役員も皆で地域の子どもたちを育てていこうという気
持ちで、楽しみながらやっています。こういう経験をした子どもは大
人になっても決してごみをポイ捨てする側にはならないはず。これか
らも地域全体で、次の世代へつないでいきたいと思っています。

A．
Ｑ．これからもずっと続けていただきたいですね

７月１７日の「海の日」、早朝から強い日差しが降り注ぐなか、福岡市西区・玄洋校区の子ども会育成
連合会が主催する長垂海岸の清掃が行われました。午前７時半、子どもリーダー会長の金田純青君（玄
洋小６年）の開会宣言で始まった海岸のごみ拾いには、子ども
たちとその保護者を中心に、各町内会、自治連合会のメンバー
など約４００人が参加。大きなごみ袋を手に、およそ１時間に
わたり軽トラック５～６台分のごみを拾い集めました。
すっかりきれいになった浜辺を前に、最後は子どもリーダー会

のボランティア部長・高田聖菜さん（玄洋小６年）の「これか
らも海岸を汚さないようにしましょう」という閉会宣言で締めく
くられました。今月は玄洋校区子ども会育成連合会会長の吉田
三千尋さん（６０歳）に、毎年恒例となっている海岸清掃につ
いてお話を伺いました。 左から金田純青君・吉田三千尋さん・高田聖菜さん

身近な海を、自分たちの手できれいに！

牛乳パックで
　「紙すき」体験
牛乳パックで
　「紙すき」体験
牛乳パックで
　「紙すき」体験

玄洋校区子ども会育成連合会　「海の日」海岸清掃

かみ す

牛乳パックから作った良質なパルプを使っ

て、手すきのハガキを作ってみませんか。

西部３Rステーションでは、牛乳パックを利

用した紙すき体験講座を無料で行っています。

一度体験して「紙すき」の仕組みがわかれば、

家庭でも木枠などの道具を手作りして、手軽

に楽しむことができます。好みの素材をすき

込んだり、色付けをしたりして、オリジナル

の紙作りに挑戦しましょう。

①牛乳パックを２～３日水に浸し
　フィルムをはがす。

紙すき道具一式。

②①をミキサーで砕いたパルプを
　木枠に流す。

③木枠をそっとはずし、上から
　布をかぶせる。

④手のひらで水気を取り、
　さらにタオルで押さえる。

⑤布をはがしてアイロンで
　乾燥させる。

⑥手すきハガキの完成。 色を付けたり、型をつかって
可愛くデコレーション。

２階多目的ホールで無料体験ができます！

大人も子どもも仲良くごみ拾い

約１時間の作業で集まったごみの山

校区１０町内から集まった子どもたち
（写真右側はジュニアリーダーの皆さん）

すっかりきれいになった長垂海岸

牛乳パックで
　「紙すき」体験
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西部3Rステーション

三陽高校バス停

今宿IC

捨六町IC

今宿駅

●西鉄バス「三陽高校前」より徒歩約2分

国道202号線バイパス国道202号線バイパス国道202号線バイパス

西部３Ｒステーション 講座・イベント情報

10月の「３Ｒ実践講座」

体験講座！ すべて無料です！！

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（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

西部3Rステーション ご利用案内

福岡市西部3Rステーション 検索［ウェブサイト］ http://www.fukuoka-seibuplaza.com

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。

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

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福岡市西部3Rステーション情報誌
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９月は『オゾン層保護対策推進月間』。今から３０年ほど前の１９８７年９月１６日に「オゾン層を破壊する物質
に関するモントリオール議定書」が採択されたことにちなんで制定され、国や地方自治体でもオゾン層の保護やフ
ロン等の対策に関する普及啓発活動に取り組んでいます。
オゾンは酸素原子３個からなる気体で、地表から約１０～５０ｋｍ上空の成層圏に約９０％が集まっています。こ

のオゾンが多く集まる層が「オゾン層」と呼ばれるもの。オゾン層は太陽光からの有害な紫外線を吸収して、人間
をはじめ地上の生物を守るバ
リアとなっています。
しかし、フロン等の化学物

質の影響で、オゾンの分解・
生成のバランスがくずれ、
１９８０年代から１９９０年代
前半にかけてオゾンの量が地
球規模で大きく減少しました。
１９９０年代後半からはわず
かな増加傾向がみられるもの
の、現在も少ない状態には変
わりなく、オゾン層の破壊は
続いています。
フロン類は安価で扱いやす

く、人体への害も小さいため、
長年冷蔵庫やエアコンの冷媒、
スプレーの噴射剤等に多く使
用されてきました。しかし種
類によっては二酸化炭素の数
百倍から一万倍超の強い温室
効果をもつため、地球温暖化
防止のためにも放出を抑える
取り組みが重要です。

フロンの放出を抑え、オゾン層を守ろう！フロンの放出を抑え、オゾン層を守ろう！フロンの放出を抑え、オゾン層を守ろう！
９月は『オゾン層保護対策推進月間』です！９月は『オゾン層保護対策推進月間』です！10:30～15:00

所要時間30分程度
【申込】随時

つまみ細工の
花飾り

廃材で作る動物
スタンプセット

お花の
メモスタンド

牛乳パックで
紙すき体験

牛乳パックで
メモ＆フォトブック

メッセージ・
チャーム

ecoでおしゃれなマグネット
インテリア

ハーブ入り“リサイクル”
せっけん作り

毎日

10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日
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【申込】随時

毎日

10:30～15:00
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【申込】随時

毎日

10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日 10:30～15:00毎日
所要時間30分程度
【申込】随時

10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

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

水曜日

★体験講座の申込方法★ 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、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。

●往復はがき、またはＦＡＸにて「いとにぎわい祭りフリーマーケット希望」と
　ご記入のうえ、住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、ご応募ください。

●往復はがき、またはＦＡＸにて「１０月のフリーマーケット希望」とご記入のうえ、
　住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、ご応募ください。

生ごみ堆肥相談会

イベント開催情報！　「祝日フリーマーケット」

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。
場　所／２Ｆ啓発コーナー　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

●ふくおか環境倶楽部主催
日　時／毎月第４土曜日　１０：３０～１２：００
場　所／２Ｆ啓発コーナー　　参加費／無料
事前申込／不要　　※基材・テキスト購入可

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。

祝日フリーマーケット出店者募集！「いとにぎわい祭り」フリーマーケット出店者募集出店料無料！ 出店料無料！
日時／平成２９年９月２４日㈰　１０：００～１５：００
場所／さいとぴあ（福岡市西区西都２-１-１　ＪＲ筑肥線九大学研都市駅前）
区画／１６区画（抽選）　※雨天中止
応募資格／市内在住、または市内に通勤・通学する２０歳以上の人（販売業者でない方）
締切／平成２９年９月１２日㈫（必着）

日時／平成２９年１０月９日（祝・月）　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）　※少雨決行
応募資格／市内在住、または市内に通勤・通学する２０歳以上の人（販売業者でない方）
締切／平成２９年９月２６日㈫（必着）

フード付きリバーシブルベスト　【全３回】
日時／平成２９年１０月１２日㈭、１９日㈭、２６日㈭
　　　１３：００～１６：００
定員／１５名（抽選）　　参加費／５００円
場所／２階研修室　　応募締切／９月２６日㈫必着
持ってくるもの／着物×２種類（表・裏用）は、ほどいて洗いアイロンをかけておく。
ボタン×３個（直径１．８㎝～２．４㎝程度）。ループ（中太）×１２０㎝～１４０㎝。
ループ留め×２個。型紙用紙、メジャー、ものさし、裁縫道具一式、紙用・布用はさみ、筆記用具。

立てて使えるペンケース　【全２回】布で作るネックレス
日時／平成２９年１０月１３日㈮
　　　１３：００～１６：００
定員／１５名（抽選）　　参加費／３００円
場所／２階研修室　　応募締切／１０月３日㈫必着

日時／平成２９年１０月１８日㈬、２５日㈬
　　　１３：００～１６：００
定員／１５名（抽選）　　参加費／５００円
場所／２階学習室　　応募締切／１０月３日㈫必着

持ってくるもの／幅６㎝×長さ２０㎝の布３枚、
ウッドビーズ×６個、丸ひも（ウッドビーズに通る程度の太さのもの。革ひも等でもよい）×１ｍ
※その他、丸ひもが通る程度の穴の開いたビーズ等があれば持参してよい。

持ってくるもの／３０㎝×４０cmの布×２種類（綿：ブロード程度の厚さ）。
長さ３０㎝のファスナー×１本（あれば玉付き）。バイアステープ：広幅（１８㎜）のワイドバイアスを
約６０㎝。型紙用紙、裁縫道具一式、紙用・布用はさみ、筆記用具。

【応募方法】

各ブースに出品された衣類や本、雑貨の中から、
あなたが欲しかった品や思わぬ掘り出し物が見つかるかもしれません。
ぜひご家族やお友達といっしょに遊びに来ませんか。

日時／平成２９年９月１８日（祝・月）　１０：００～１４：００
場所／西部３Ｒステーション　１階ピロティ

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?

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。

私たちにできる取り組み
●家庭用冷凍・冷蔵庫やスプレー缶類を買い替えるときはノンフロン製品を選びましょう。
●エアコンや冷凍・冷蔵庫、カーエアコンの効きが悪くなったら、専門業者による点検・修理を行いフロン
類の漏れを防ぎましょう。

●家庭用の冷凍・冷蔵庫、エアコン、洗濯乾燥機（ヒートポンプ式）を廃棄する場合は家電リサイクル法に従い、
小売店等に引き取りを依頼しましょう。マイカーを廃車するときも、自動車リサイクル法に基づき、ディー
ラーや整備業者等、都道府県の登録業者による回収が必要です。

●臨時休館のお知らせ　１０月５日㈭は、西部工場の施設点検による送電停止のため、臨時休館となります。

洗濯ばさみで作る猫型クリップ「だっこニャン」
日時／平成２９年１０月６日㈮
　　　１３：００～１６：００
定員／１５名（抽選）　　参加費／２００円
場所／２階研修室
応募締切／９月２６日㈫必着
持ってくるもの／２５㎝角布×１枚。
１㎝弱幅のリボン×３５㎝。針・糸・はさみなど裁縫道具一式、筆記用具。

※参考：オゾン層を守ろう2016（環境省作成）・環境省HP


