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　西部３Rステーションの周りの桜が綺麗な季節になりました。
　平成２７年度もごみの減量や環境に関する情報、実践体験の場として環境について考えるきっかけ
作りを提供していきます。４月からは、リフォーム教室やパッチワーク教室に加え、新しい体験講座
などを実施します。
　体験講座では、家庭で不用になった段ボールを使った壁飾りや庭木をせん定した後の木の枝を利用
してスタンプ作り、卵パックを切ってバラのリース作りなどを行い、今まで捨ててきたものを可愛く
変身させます。
　また、リユースコーナーでは市民の皆様から提供していただいた衣類や図書などが充実しています。
　是非、一度来てみませんか。
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新年度がスタートしました！！新年度がスタートしました！！
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廃木材を利用した
フォトスタンド作り
（毎週土曜日）

●４月の体験講座（詳細は４ページをご覧ください。他にもたくさんの体験講座が載ってますよ。）

ボタン ｄｅ スタンプ作り
（毎週土・日曜日）

段ボールクラフト作り
 ～シェル･オン･ザ･カートンボード～
（4/12（日）、4/26（日））

めざせ！

循環型社会

紙すき体験紙すき体験ハーブ入り“リサイクル”石鹸作りハーブ入り“リサイクル”石鹸作り

裂き織コースター作り裂き織コースター作り不用な布でチャーム作り不用な布でチャーム作り



出前講座に行ってきました！！出前講座に行ってきました！！
　平成 27 年 2 月 19 日（木）に鳥飼公民館におい
て “オリジナルエコバッグ作り講座” を実施しました。
バッグに不用になったプリンのカップやトレー , クッ
ション材、落ち葉などを利用して絵を描いたり、ス
テンシル風にプリントしながらオリジナルのエコ
バッグを作りました。
　参加された方は、「絵が苦手でも面白い模様が出来
て楽しい。」、「お買いものに持って行こう」と出来上
がったバッグに満足されてました。

西区環境フェスタ２０１５開催しました。西区環境フェスタ２０１５開催しました。

中学生による環境劇
（ごみの出し方について）

紙おむつリサイクル
紙おむつの残さを使用した綿花畑

で出来た綿で綿つむぎ体験

おもちゃのかえっこバザール フリーマーケット
エコッパと環境クイズ
に答える子どもたち

リユーススタンド
不用使わなくなった電子機器回収

収益は、「子どもの村」へ（ ) （ )

　今年は、３月８日（日）に西市民センターと西区役所駐車場で開催しました。
　今年のキャッチコピーは、みなさんに３Ｒというキーワードを知ってもらいたいとい
う思いを込めて、“しっとぉ？３Ｒと題して市民イベントに取組みました。
　西区役所駐車場ではフリーマーケットや環境活動団体などによる生ごみをコンポスト
（堆肥化）にする方法などのコーナーや、また、ヤフオク！による不用になった小型電
子機器の回収、三大学連携による紙おむつリサイクルで出来た綿つむぎなど行われまし
た。また、西市民センターでも「かえっこバザール」や「一閑張り」などの環境楽しく
エコ体験できるワークショップの楽しいコーナーもたくさんあり、会場には大人から子
どもまで多くの方に参加していただき大盛況でした。
　他に西市民センターホールでは、中学生による環境劇（ごみの出し方について）など
もあり、イベントを通して、環境について考えてもらうきっかけ作りの場となりました。
　また、来年の西区環境フェスタにご期待ください！

いっ  かん   ば



　今回は、福岡市西区を拠点に環境活動に取り組む、「環境たくみの会」の代表松竹恵理
子さんにインタビューをしました。
　「環境たくみの会」とは、福岡市西区生活環境課主催「地域サポーター養成講座」の修
了生たちが各々に環境活動団体を作って活動をしていましたが、“みんなで集まればもっ
と良い活動ができるのではないか” との思いから各グループが集まり、平成２４年に結
成されました。西部３R ステーションとは出前講座やイベントを協働で行うなど環境へ
の取組みを共に行っています。

Q: 環境たくみの会のモットーは何ですか？

A:「環境講座で地域を元気に！！」をモットーに、それぞれのメンバーが “できる人が
　 できることをする。” を合言葉に積極的に頑張っています。

Q: 今までどのような活動をされましたか。

A: 平成 26 年度に、ユニバーサルデザイン都市福岡活動支援事業の認定団体となり、　
　 「MOTTAINAI FESTIVAL」という、市民や留学生がエコルールを学ぶための、街
　 めぐりや小物作りのワークショップ体験
　 を開催しました。また、西市民センター
　 で「エコ学び塾」の市民講座を環境たく
　 みの会の３団体が受持ちました。イベン
　 トなどの企画は全員で案を出し合ってま
　 す。内容を共有しながら作り上げていく
　 ことが大事だと考えています。

Q: 活動を通して感じることは何ですか。

A: 出前講座や地域イベントに参加して地域
　 が元気になるのを見て、私たちの活動が
　 社会や地域とつながっているのを感じ、地域の人たち
　 に元気をもらい、私たちもイキイキしてきます。人と
　 人、人と環境がつながる、この活動に生きがいを感じ
　 て常に新しいことを考えるようになりました。

Q: 今後、取り組みたいと思われる活動はありますか。

A: 出前講座など地域との連携は広がりつつありますが、
　 今後は、将来の環境を担う子供たちへのアプローチと
　 して小学校でも環境授業を行いたいと思っています。
　 その際は、西部３R ステーションとの協働で実施した
　 いので一緒に取り組みましょう。

Q: 最後にくるくる便りをご覧の方に一言お願いします。

A: とにかく環境たくみの会を知ってほしいです。みなさ
　 んのお住まいの公民館で環境たくみの会の講座があれ
　 ば参加してください。一緒に未来に続く環境を良くし
　 て地域を元気にしていきましょう。 環境たくみの会の皆さんと

西区役所の方々

西区環境たくみの会 松竹会長へインタビュー！
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【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。

裂き織り体験！
コースター作り

10:30 ～ 15:00
( 随時 ) のうち、１時間程度
【定員】６名／日（先着順）
【申込】前日まで

土曜日

革や布を使った
ストラップ
作り

10:30 ～ 15:00
( 随時 ) のうち、30 分程度
【定員】6名／日（先着順）
【申込】前日まで

日曜･祝日

 ★毎週開催　 ★毎週開催　★すべて無料 ★すべて無料 体 験 コ ー ナ ー !
10:30 ～ 15:00

( 随時 ) のうち、30 分程度
【定員】6名／日（先着順）
【申込】前日まで

土曜日廃木材を利用した
フォトスタンド
作り

土曜･日曜 10:30 ～ 15:00
( 随時 ) のうち、30 分程度
【定員】6名／日（先着順）
【申込】前日まで

ボタン ｄｅ 
スタンプ作り

日曜日 10:30 ～ 15:00
( 随時 ) のうち、30 分程度
【定員】10 名／日（先着順）
【申込】前日まで

牛乳パックで
紙すき体験

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？

●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。

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
期間限定体験講座
の応募方法【 】

3 R 実 践 講 座 期間限定体験講座期間限定体験講座

●着物からチュニック作り【全３回】
日　時／平成２７年５月１４日（木）、
　　　　２１日（木）、２８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／４月２５日（土）必着
持ってくるもの／着物地、型紙用紙、接着芯、直径 1.8 ～ 2.3cm
のボタン１個、筆記用具、メジャー等裁縫道具一式

●パッチワークでポーチ作り【全3回】
日　時／平成２７年５月８日（金）、１５日（金）、２２日（金）
　　　　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／４月２５日（土）必着
持ってくるもの／25cm×70cm位の布１枚（スカート・
ズボンでも可）、端切れ布20cm×20cm位を 2～ 3枚、裏用布
25cm×50cm位を 1枚、使用済みハガキ4～5枚、裁縫道具一式、
25cmファスナー1本、キルト芯25cm×50cm位、筆記用具

●卵パックでバラのリース作り【2日間】
日　時／平成２７年５月９日（土）、１６日（土）
　　　　１１：００～１２：００
場　所／西部３Rステーション
　　　　研修室
定　員／各日２０名（先着順）
参加費／無料
応募締切／一週間前まで
持ってくるもの／なし

●段ボールクラフト
　～シェル・オン・ザ・カートンボード～

【2日間】

日　時／平成２７年４月１２日（日）、２６日（日）
　　　　１１：００～１２：００
場　所／西部３Rステーション
　　　　研修室
定　員／各日２０名（先着順）
参加費／無料
応募締切／一週間前まで
持ってくるもの／なし

祝日フリーマーケット」でのフリーマーケットを
開催するため出店者を募集します。

祝日フリーマーケット出店者募集！
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

生ごみ堆肥相談会
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。
●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

ダンボールコンポスト講習会

日時／平成２７年５月５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（抽選）　※雨天中止
応募資格／２０歳以上の人（販売業者でない方）
締切／平成２７年４月２５日（土）（必着）

【応募方法】往復ハガキ（１人１枚）、ＦＡＸにて
「５月祝日フリーマーケット希望」のどちらかを希望の上，
住所、氏名、年齢、連絡先を必ず明記し，ご応募ください。

出店料無料！


