
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。

http://www.fukuoka-seibuplaza.com

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！（ユーザー登録の受付は3月17日で終了いたしました）

ウェブサイト

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
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検索福岡市西部3Rステーション
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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

西部3Rステーション

←前原 天神→

JR筑肥線

博多湾
生の松原バス停

生の松原団地 高崎交差点

国道202号線バイパス
三陽高校バス停三陽高校●

総合
西市民
プール
●

福寿園●

今宿駅
今宿IC

捨六町IC

●西鉄バス「三陽高校前」
　より徒歩約2分

活動
支援
活動
支援

３R３R

編集・発行  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番の2 TEL：882－3190 FAX：882－4580

西部３Ｒステーションで、体験コーナーや各種講座を開催しております。福岡市内にお住まいの方なら、
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？

• 体験コーナー !（毎週開催） •

手ぶらで体験古布ぞうり作り
日時／７月５日（木）１３：００～１６：００
場所／２階研修室　定員／１５名（抽選）
参加費／３００円　応募締切／６月２８日（木）必着
持ってくるもの／無し※必ずズボン着用

衣類のリフォーム教室【全12回】
日時／７月４日（水）～９月１９日（水）
　　　毎週水曜日１３：００～１６：００
場所／２階研修室　定員／１０名（抽選）
参加費／３００円　応募締切／６月２７日（水）必着
持ってくるもの／裁縫道具一式など

古布で涼しい夏帽子作り【全２回】
日時／７月６、１３日（金）１３：００～１６：００
場所／２階研修室　定員／１５名（抽選）
参加費／１００円　応募締切／６月２９日（金）必着
持ってくるもの／透けた布（薄手の夏物シャツなど）
シャツ２枚分、裁縫道具

浴衣でアロハシャツ作り【全２回】
日時／７月１２・１９日（木）１３：００～１６：００
場所／２階研修室　定員／１５名（抽選）
参加費／１００円　応募締切／７月５日（木）必着
持ってくるもの／表・裏布用（不用になった夏着物か浴衣）
裁縫道具・型紙用の紙など

パッチワーク教室【全１２回】
日時／７月３１日（火）～１１月２７日（火）
　　　第１火曜日・休館日を除く毎週火曜日
　　　１３：００～１６：００
場所／２階研修室　定員／１２名（抽選）
参加費／３００円　応募締切／７月２１日（土）必着
持ってくるもの／裁縫道具（四の二針、しつけ針、まち針）
　　　　　　　　はさみ、生地30cm×30cm（柄違いの布を２枚）

親子３Ｒ教室

往復ハガキかＦＡＸに①希望講座②住所③氏名④年齢
⑤電話番号を明記のうえ、ご応募ください。
〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043-2 
Fax 092-882-4580

応募
方法

３Ｒ実践講座

ご利用案内
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廃食油でハーブ石けん作り

りくくるる便りくくるる便りくくるる便

●時間　10:30～11:30
●定員　10名／日（先着順）
●申込締切  希望日の7日前まで

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

生ごみ堆肥相談会 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／５００円（基材・テキスト代込み）
　事前申込／不要

牛乳パックでゴム動力自動車作りや紙すき

新メニュー増えました!!新メニュー増えました!!

空き瓶をおしゃれにリメイク

紙すきしおり・砂絵カード作り

裂き織り体験！コースター作り

木の枝でキーラック作り

木の枝でえんぴつ作り

廃ガラスの工作

すべて無料です!

水　曜　日 
●時間　10:30～15:30（随時）
　　　　のうち、1時間程度
●定員　10名／日（先着順）
●申込締切  前日まで

日　曜　日 

●時間 10:30～15:30（随時）
　　　 のうち、1時間程度
●定員 10名／日（先着順）
●申込締切　前日まで

土　曜　日 

1日6名
（先着順）

廃ガラスを使用した工作廃ガラスを使用した工作

第１問

環境クイズ
世界で紙の消費量が一番多いのは中国。日本は何番目でしょうか?
① ２番目　　
② ３番目　　
③ ５番目

第２問
ペットボトルをリサイクルして作れないものはどれでしょうか。
① カーペット　　
② ランドセル　　
③ 窓ガラス

第３問
クジラやウミガメは、浮かんでいるビニールの袋を間違って食べて
しまうことがある。何とまちがえるのだろうか。
① クラゲ　　
② 貝　　
③ サメ

※参照：http://nationalgeographic.co.jp/kids/environment/garbage/detail/
　ナショジオキッズ（ナショナルジオグラフィック）引用

※答えは次のページにあるよ。

?

環境クイズに挑戦してみよう環境クイズに挑戦してみよう



古布や着なくなった衣類をリフォームしたものを集めました。写真の作品はすべて、西部３Rステー
ションのリフォーム教室の講師の方々の手作りによるものです。
一度使ったものが別のものに生まれ変わり、オリジナルの作品ができあがるところが醍醐味です。
講座に参加してあなただけの作品を作ってみませんか？

去年、大好評だった「ワークショップ祭り」を今年も開催します。
不用になったもので「もの作り体験」をしてみませんか？
※下記の各体験には、参加費が必要となります。なお、材料がなくなり次第終了となる場合があります。

●区 画 数／16区画（１区画2.5ｍ×1.8ｍ）
●対　　象／福岡市内在住の20歳以上で販売を生業

としていない方
●出 店 料／無料（福岡市リサイクル募金へのご協力

をお願いしています。）
●応募締切／７月６日（金）必着　※応募多数の場合

は抽選になります。
●応募方法／往復ハガキの往信に「7/16祝日フリー

マーケット希望」と書き①住所②氏名③年
齢④電話番号を必ず明記のうえ、西部３R
ステーションまでお申し込みください。
※お一人様１通のご応募でお願い致します。

2010年の世界の紙・板紙生産量は、前の年より6.3％増えて約3.9％億トンだった。特にアジアでは、
中国やインド、東南アジアの国々の経済発展によって、紙の消費量は増加している。中国は9,269
万トンと世界で一番。続いてアメリカが7,585万トン、日本は2,729万トン。日本は世界で3番目
に多く紙を消費しているんだ。

ペットボトルの原料は、プラスチック製品の多くに使われているポリエチレンという原料からできて
いる。これは、もう一度原料まで戻せばいろいろな製品に作り変えることができるんだ。選択枠にあっ
たカーペット、ランドセル、植木ばちの他にも、カーテンやフリース、ワイシャツなどにもリサイク
ルすることができるよ。

海の動物は、ふわふわとういているビニール袋をクラゲとまちがえて飲み込むことがある。ビニール
が、のどやおなかの中につまって死んでしまうこともあるんだ。

Seibu 3Rstation
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Seibu 3Rstation
SUMMER COLLECTION

Mahana
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Yoshida
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先生作品

Komoda
Kayoko
先生作品

第２問の答えは③

第３問の答えは①

第１問の答えは②

古着物で
ワンピース

古着でジャケット

羽織でブラウス 羽織で
チュニック

紫陽花柄の帯で
大きめバック

紫陽花柄の帯で
ショルダーバック

古着でシャツ
古着で袖無し
ジャケット

古布で
夏帽子

レース洋服で
夏帽子 古布で

キャップ

古着物で
お盆用さげもん

古着物で小物

博多織の帯で
夏帽子

作って楽しくごみ減量！！

平成24年７月16日（月・祝）
10:00 ～ 15:00（受付は14:00まで） 西部３Rステーション

祝日フリーマーケットも
同日開催します。
祝日フリーマーケットも
同日開催します。
祝日フリーマーケットも
同日開催します。

わのわわのわ

エコファイブエコファイブ

ベスタベスタ

ヘアアクセサリー
作り

ヘアアクセサリー
作りタオル帽子作りタオル帽子作り

手づくり
ストラップ作り
手づくり

ストラップ作り
一閑張（いっかんばり）

作り
一閑張（いっかんばり）

作り

ブローチブローチ

ペットボトルで
作った貯金箱
ペットボトルで
作った貯金箱

カザグルマカザグルマ
廃ガラスで

ネームプレート作り
廃ガラスで

ネームプレート作り

新聞紙でエコバック作り新聞紙でエコバック作り
新聞紙でブローチ作り新聞紙でブローチ作り

残り布を
使って
バラの
ブローチ作り

残り布を
使って
バラの
ブローチ作り

ペットボトル風鈴ペットボトル風鈴

手作りうちわ手作りうちわ

牛乳パック工作牛乳パック工作竹とんぼ作り竹とんぼ作り

日時 場所

ポンポン船作りポンポン船作り

西部3Rステーション

ワークショップ祭り2012ワークショップ祭り2012

ふくおか環境倶楽部ふくおか環境倶楽部 山ぼうしの会山ぼうしの会

エフロクエフロク

おがくず粘土
「もくねんさん」
おがくず粘土
「もくねんさん」

エフコープ生活協同組合エフコープ生活協同組合

姪浜駅南エコクラブ＆

オーシャンズ5374
姪浜駅南エコクラブ＆

オーシャンズ5374


	くるくる便り76号／表面
	くるくる便り76号／中面 (2)

