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？

ツキイチフリマ開催！

• 体験コーナー ! •

日 時／１１月３日（祝）１０：００〜１５：００
場所／西部３Ｒステーション１階ピロティ
★ミニワークショップ（もの作り講座）も同時開催★

水

「環境ボランティア団体による もの作り講座 」
毎月変わるミニワークショップ、１１月は「エコファイブ＆姪浜
駅南エコクラブ」のみなさんによる 新聞紙でエコバック作り＆
ペットボトル工作など
日時／１１月３日（祝）１０：００〜１５：００
場所／１階エントランス 参加費／５０円〜（事前申込み不要）

３R

すべて
無料で
す

!

日

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
開催日 毎週

土
ペットボトル工作

生ごみ堆肥相談会

曜

福岡市西部３Ｒステーションは、環境学習
や環境活動の場、福岡市のごみ減量や３Ｒ
に関する情報発信の場として、 循環のま
ち・ふくおか の一翼を担う施設です。
今、地球温暖化やごみ問題など様々な環境
問題が起きています。
「環境にやさしい循環型社会」を作るため、
私たち一人ひとりが自分たちの生活の中
で、できることから取り組みを進めていく
ことが大切です。
みなさんも、自分にできることを見つけて
みませんか？

日

紙すきしおり・砂絵カード作り

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

日時／１１月２３日（祝）１０：００〜１５：００
区画：２４区画
場所：１階ピロティ
出店料：無料
応募資格：市内在住で２０歳以上の方（販売を業とする人を除く）
★申込み方法★
往復ハガキに（１人１通）住所・氏名・年齢・電話番号を明記の上
１１／１３（火）必着でお申込みください。
※応募多数の場合は抽選になります※

日

曜

日

10:30〜15:30
（随時）
のうち、1 時間程度
申込締切 前日まで
定員 6 名／日（先着順）
開催日 毎週

「しじみ貝で福スズメのかざり」 大貫先生作品
※エコフェスタで無料で作ることができます

Vol.80

時間

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

西 部３Ｒステーション
ご利用案内

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

検索

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

エコフェスタ2 012 開 催!
１１月２３日（祝）１０：００〜１５：００

西部３Ｒステーションでは、秋の恒例イベント「エコフェスタ２０１２」を開催します。
エコフェスタでは、市民のみなさまに身近なごみの減量や３Ｒについて楽しく学んでいただ
くためにワークショップ（不用になったものを使ったもの作り）や衣類をリフォームした作品
の展示、販売などを行います。これらは、地域環境ボランティア団体の皆さんと協働で行い「気

博多湾

←前原

天神→

生の松原バス停

今宿駅
今宿 IC

三陽高校●

JR 筑肥線

生の松原団地

高崎交差点

捨六町 IC
国道202号線バイパス
三陽高校バス停

福寿園●

西部3Rステーション

総合
西市民
プール
●

URL http://www.fukuoka-seibuplaza.com

福岡市西部3Rステーション

11

2012.

裂き織り体験！コースター作り

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

ウェブサイト

情報 学習
発信 体験

ハーブ入り”リサイクル”石けん作り

フリーマーケット出展者募集！

●西鉄バス「三陽高校前」
より徒歩約 2 分

活動
支援

ハーブ入り リサイクル 石け
ん作りは、不用になった廃食用
油をリサイクルします。廃食用
油、苛性ソーダ、水を混ぜて、
仕上げに当ステーションで育て
たハーブを入れて作ります。
襟汚れや油汚れなどが良く落
ち , 皆 さ ん に と て も 好 評 で す。
是非、参加してみて下さい。

ミニワークショップ開催！

新聞紙でエコバック

曜

福岡市西部 3R ステーション情報誌

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）

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。

軽に楽しく３Ｒを体験しよう！」を合い言葉に実施します。
また、おもちゃを交換できる「かえっこバザール」や「似顔絵ペインティング」など、子ど
もが楽しめるイベントも盛りだくさん！です。
フリーマーケット、新鮮な野菜の販売や飲食コーナー、ステージイベントなどもありますの
で、家族みんなでご来場下さい。お待ちしています !! （詳しくは２ページをご覧下さい）
★11 月３日（祝）には、ツキイチフリマ & ミニワークショップがあります★
（詳しくは４ページをご覧下さい）
※３R：Ｒｅｄｕｃｅ
（ごみを減らそう） Ｒｅｕｓｅ
（くり返し使おう） Ｒｅｃｙｃｌｅ
（再び資源として利用しよう）
リデュース
リユース
リサイクル

楽しく気軽に 3R 体験！

エコフェスタ2012

３Ｒワークショップ
時間：午前の部 10:00〜12:00
午後の部 13:00〜15:00
＜１階 正面玄関前＞
「サキュレント（多肉植物）アレンジメント」
※参加費あり、材料がなくなり次第、終了
＜2 階 啓発コーナー＞
「タオル帽子・マスク作り、髪飾り作り」など
※参加費あり、材料がなくなり次第、終了
＜2 階 学習室＞
（各部 30 名）
無料 「端布で簡単コサージュ作り」
「貝殻を使った 福 スズメのかざり」
（各部20名）

絵画造形教室
「おそらのぞうさん」
場所：１階 エントランス
時間：11:00〜12:30
絵画造形教室「おそらのぞ
うさん」による似顔絵ペイ
ンティング体験！

かえっこバザール

無料

場所：２階研修室
時間：午前の部 10:00〜12:00
午後の部 13:00〜15:00
遊ばなくなったおもちゃを持って来て、ほしい
おもちゃと「かえっこ」しよう！
おもちゃがないお友達も体験コーナーでもの作
り体験やお仕事をしてポイントをためると欲し
いおもちゃをゲット出来るよ！

リユース作品

壱岐中学校の生徒が職場体験に来ました。
９月２６、２７日、壱岐中学校の生徒５名が職場体験に来ました。
初日は、まず３Ｒや西部３Ｒステーションの役割や実施している内容について学び、実際
に「ハーブ入り リサイクル 石けん作り」の講師の補助役として講座に参加しました。その他、
今津エコ菜園にふくよかチップ（堆肥）を投入する作業を行いました。２日目は受付窓口業
務や出前講座の準備などを体験してもらいました。生徒は、皆で協力し合って熱心に取り組
んでいました。
２日間と短い期間でしたが、職場体験を通して、学校では体験できない学習になったと思
います。

展示会

場所：２階 リユースゾーン
アイディアがいっぱい詰まっ
たリユース作品を展示。
生まれ変わった作品をみてリ
ユースの楽しさを感じて下さ
い！

リユース作品

販売

場所：２階 リユースゾーン
可愛い手作りリユース作品を販売。
他では買えない物ばかり！

この職場は
どんなところなんだろう？

使い古した食用油から
石けんができるなんてビックリ！

ステージイベント
音 楽 ラ イ ブ 演 奏、キ ッズ ダ ン ス
ショー、ペイントパフォーマンスな
ど楽しいイベントが盛りだくさん♪

物産展 &フードコーナー
●野菜販売
●手作りのおいしいフードコーナーなど
売り切れ必至！お早めに！

環境写真展
場所：1 階 エントランス
身近な自然環境や生きもの
たちの写真を展示！
私たちが住む福岡市には自
然がたくさんあります。

楽しいイベント盛りだくさん !
みんなで遊びに来てね♪

フリーマーケット
場所：ピロティ
区画：24 区画
家庭で眠っていた衣類や日用雑貨を市民の方が
販売します。堀り出しものがみつかるかも？

秋晴れの中、今津エコ菜園で農作業！

まだまだ着られる衣類がたくさんだね！
私も持って来てリユースしよう！

来館者数が 110 万人を突破しました。
平成６年の開設からの来館者数が１１０万人を突破しました。
いつもご利用いただいているみなさまのおかげであると感謝しております。
時代の変化に伴い「リサイクルプラザ」は「３Ｒステーション」と愛称をつけていただき、
新たな気持ちで取り組んでいます。これからもごみ減量や３Ｒに関する情報発信や次世代
を担う人材育成，地域環境団体への支援やネットワーク作りなどに取組み、福岡市の環境
をより良くしていきたいと考えております。
これまで以上にみなさまに愛される３Ｒステーション作りに職員一同努力して参ります
ので、今後とも３Ｒステーションをご利用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

