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西部3Rステーションでは、各種講座や体験コーナー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？ 2015.6
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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。
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6月は環境月間です。国連では6月5日を「世界環境デー」と定めていて、日本では平成5年に環境基
本法で「環境の日」と定めています。
「環境の日」の趣旨を環境基本法では、事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を
深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めるとしており、国、地方公共団体は、
この趣旨にふさわしい事業を実施することとしています。
3Rステーションでは、市民のみなさんに環境問題に関心を持っていただくために、ごみ減量や資源の
有効利用に関する情報や体験の場を提供しています。不用になったものを利用したもの作り体験や着な
くなった衣類をリフォームする講座等のほか親子で楽しめるイベントを開催しています。また、不用品（衣
類や図書）の引き取りや提供も行っています。是非、一度3Rステーションに来ていただき、ごみ減量や
資源の有効利用について考えてみませんか。

イギリスでは、前日のパンなどはリデュース（Ｒeduce）という
シールを貼って販売しているそうです。
日本では50%OFFと割引シールを貼って販売しているのを見か

けますが・・・食べ物を廃棄しないようにということで、ごみ減量の
リデュースとして捉えるのでしょうか。おもしろいですね。
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６月は環境月間

裂き織り体験！
コースター作り

土曜日

体 験 コ ー ナー！

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。
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●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 ご利用案内

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!

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

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）
TEL：092-882-3190　　FAX：092-882-4580

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

電話、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、お申込みください。

●往復はがき（１人１枚）に「７月のフリーマーケット希望」または「親子自然観察会
　希望」と記入の上、住所、氏名、年齢、連絡先を必ず明記し、ご応募ください。

【体験コーナーの申込方法】

          10:30～15:00
のうち、１時間程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

革や布を使った
ストラップ作り

 日曜・祝日 10:30～15:00
のうち、30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

牛乳パックで
紙すき体験

 日曜日 10:30～15:00
のうち、30分程度

【定員】10名/日（先着順）
【申込】前日まで

ボタン ｄｅ 
スタンプ作り

 土曜・日曜 10:30～15:00
のうち、30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

卵パックで
お花の壁飾り作り

 日曜日 10:30～15:00
のうち、30分程度

【定員】6名/日（先着順）
【申込】前日まで

古布うちわ作り
土曜日          10:30～15:00
のうち、30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

3 R 実 践 講 座期間限定体験講座

日時／平成27年7月2日（木）、9日（木）
　　　16（木）、23（木）13:00～16:00
場所／研修室　定員／15名（抽選）
参加費／500円　応募締切／6月24日（水）必着
持ってくるもの／帯（ほどいてアイロンをかけて
おいて下さい）、接着芯（不織布・・・厚手のもの
90cm幅を50cm、中厚の物90cm幅を20cm）、
裏地用布（綿やプリント地）
90cm幅を1m、内ポケット
用ファスナー 20cm、マグ
ネットホック（直径2cm）1
個、裁縫道具、50cmものさ
し、筆記用具

•A4サイズのトートバック作り【全4回】
日時／平成27年7月12日（日）、26日（日）
　　　11:00 ～12:00
場所／研修室　定員／各日20名
参加費／無料
応募締切／各日１週間前まで

（定員に達した時点で〆切）
持ってくるもの／なし

•貝殻と廃ガラスを使ったクラフトの壁飾り作り
日時／平成27年7月3日（金）、17日（金）、
　　　31日（金）13:00～16:00
場所／研修室　定員／ 15名（抽選）
参加費／ 500円
応募締切／ 6月24日（水）必着
持ってくるもの／着物1着分

（ほどいてアイロンをかけおいて
下さい）または4m50cmの布。
別布1m50cm、布用接着芯50×
45cm、型紙用紙（模造紙など）、
裁縫道具一式（チャコなど）、筆
記用具

•着物からチュニック作り【全３回】

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

毎週開催 すべて無料です

応募方法

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

生ごみ堆肥相談会

ダンボールコンポスト講習会

日時/平成27年７月20日（月・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）
応募締切/平成27年７月７日（火）必着

身近に感じる自然への気づき
方講座です。是非親子でご参
加下さい。
日時/平成27年７月26日（日）
　　 10:00～15:00
場所/福岡市西区今宿上ノ原
217－2「今宿野外活動センター」
定員/30人※雨天中止
応募締切/平成27年7月7日（火）必着

…自由に参加できる
体験型のイベントです…

日時/平成27年7月20日（月・祝）
　　 10:00～15:00
場所/西部３Ｒステーション
　　 ２階館内にて
参加費：50円～

祝日
フリーマーケット

ワークショップ祭り
2015

「夏休み親子自然観察会」
IN

今宿野外活動センター（環境活動団体による不用な
ものを使ったもの作り体験）

ブレイク
ちょっと

体験講座「卵パックでバラのリース作り」 衣類・図書の提供コーナー ワークショップ祭り



　5月5日（こどもの日）にフリーマーケットを開催しました。こ
の日は初夏を感じさせる陽光で、まさにフリーマーケット日和で
した。
　予定の16区画はすべて出店参加者で埋まり、来場者は10時
の開店が待ちどおしくてしかたないという様子で開店前から賑
わってました。市民のみなさんが不用になった物を持ち寄るフ
リーマーケットで、気に入った物を購入し、使ってもらうことは
リユースにつながっています。
　次回の開催情報は最終ページに掲載しています。出店参加、ま
た、ご来場をお待ちしてます。

　福岡市内の小学校4年生の生徒が社会科学習の一環とし
て、ごみ減量と3Rを学びに毎年5月～6月に3Rステー
ションを見学に訪れています。
　福岡市のごみの量や処理にかかる費用など、ごみの現状
を説明すると、1日に出されるごみの量にはとても驚いた
様子でした。また、廃油を使った石けんや、不用なものを利
用した工作作品を見て「スゴイ!!」と感動していました。生
徒のみなさんにはこの見学を通して、3Rについて知っても
らい、ごみの減量に取り組むきっかけになってくれたら良
いと思います。

　5月16日（土）に博多区東光公民館で「トイレットペーパーの
芯を使ったペーパークラフト作り」を出前講座で行いました。
　参加した子どもたちは、初めは、日頃捨てているトイレット
ペーパーの芯を利用することを不思議に感じている様子でし
たが、いざクラフト作りを始めると作り方の説明に熱心に耳を
傾け、一生懸命、作品作りに取り組んでいました。
　可愛いネズミ型のクラフトを完成させると嬉しそうで、もう
一つ、花型のクラフト作りを教えると、楽しそうに挑戦し見事
完成させていました。
　子どもたちにとって、ペーパークラフト作りを楽しみながら
不用になったものを再利用することを体験できる良い機会を
提供できたように感じました。

　今回は西区生活環境課主催の「地域環境サポーター養成講座」の修了生で構成する、「環境たくみ
の会」のメンバー団体で「姪浜駅南エコクラブ」のみなさんに日頃の活動についてお話を伺いました。

【Q1】まずは、主な取り組みとメンバー構成について教えて
ください。
　平成20年2月から活動を始め現在5名で、レジ袋の削減
や環境美化活動など、色々な方向から環境問題に取り組ん
でおり、今年で8年目を迎えます。

【Q2】何がきっかけで環境活動を始められたのですか。
　きっかけは西区の「地域環境サポーター養成講座」でふろ
敷きの包み方の話を聞いてすごく感動した事です。
　ふろ敷きは、ただ単に物を包むことに使う物と思ってい
ましたが、色々な包み方があります。例えば、ワインの瓶を
包むとき、結び方を工夫することで可愛いラッピングにな
り、そのままプレゼントできるなど、ふろ敷きが持つ特有の
美意識や発想力の豊かさを感じる事が出来ました。
　また、ラッピングとしてもらったふろ敷きは包装紙とは
違い自分が物を持っていく時に再度使用出来るという点に
感心しました。
　折しもこの時期は、レジ袋の削減運動と重なり、ふろ敷き
活用術をとおしてレジ袋の削減に貢献したいと考えました。

【Q3】活動の中で大切にされている事はですか
　レジ袋の削減や環境美化にもっと意識を持ってもらいた
い。気づいてほしい。それにはまず、声をあげて情報発信を
行っていく事の大切さを痛感しています。行動を起こすこと
によって、必ず誰か耳を傾けてくれる人がいます。そしてただ
声をあげるだけではなく、わかり易くて、楽しくないと人には
伝わらないと思います。また、私たちはアンケートをとった
り、講座を行った後には受講者に直接、感想や要望などの生の
声を聞くなど相互理解を深めることを大切にしています。

【Q4】最後に今後の目標を教えてください
　子供達に環境の大切さを教えていきたいと思います。現代の子供達は物が飽和状態であった
り、使い捨て商品がまわりに多くあるため、物への愛着心が希薄に感じられます。一つの物を大切
にする心を幼い時期から教えることができたらと考えています。

※インタビューを終えて
　今回は代表の染井さんを中心にメンバーの橋本さん、中島さんにお話を伺いしましたが、みな
さん環境活動を続けていく事の大切さや、一方通行にならないように相手に伝えていく事の大切
さを痛感されていると感じました。

「祝日フリーマーケット」を開催しました。

小学生が施設見学に来ました。小学生が施設見学に来ました。

出前講座を行っています。
（ペーパークラフト作り）
出前講座を行っています。
（ペーパークラフト作り）

姪浜駅南エコクラブのみなさんにインタビュー！

左から中島さん、橋本さん、染井さん

左 : ワイン包み  右 : 手提げペットボトル

フリマはリユース（くり返し使う）の1つです。フリマはリユース（くり返し使う）の1つです。

福岡市立千早小学校のみなさん

ネズミ型のクラフト作品
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フリマはリユース（くり返し使う）の1つです。フリマはリユース（くり返し使う）の1つです。

福岡市立千早小学校のみなさん

ネズミ型のクラフト作品



西部３Ｒステーション  講座・イベント情報

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

西部3Rステーションでは、各種講座や体験コーナー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？ 2015.6

Vol.111

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。

学習
体験
学習
体験

情報
発信
情報
発信

活動
支援
活動
支援３R３R

6月は環境月間です。国連では6月5日を「世界環境デー」と定めていて、日本では平成5年に環境基
本法で「環境の日」と定めています。
「環境の日」の趣旨を環境基本法では、事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を
深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めるとしており、国、地方公共団体は、
この趣旨にふさわしい事業を実施することとしています。
3Rステーションでは、市民のみなさんに環境問題に関心を持っていただくために、ごみ減量や資源の
有効利用に関する情報や体験の場を提供しています。不用になったものを利用したもの作り体験や着な
くなった衣類をリフォームする講座等のほか親子で楽しめるイベントを開催しています。また、不用品（衣
類や図書）の引き取りや提供も行っています。是非、一度3Rステーションに来ていただき、ごみ減量や
資源の有効利用について考えてみませんか。

イギリスでは、前日のパンなどはリデュース（Ｒeduce）という
シールを貼って販売しているそうです。
日本では50%OFFと割引シールを貼って販売しているのを見か

けますが・・・食べ物を廃棄しないようにということで、ごみ減量の
リデュースとして捉えるのでしょうか。おもしろいですね。

ツリガネソウ　西部３Ｒステーション周辺の植物ツリガネソウ　西部３Ｒステーション周辺の植物

６月は環境月間

裂き織り体験！
コースター作り

土曜日

体 験 コ ー ナー！

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。

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

西部3Rステーション ご利用案内

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!

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

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）
TEL：092-882-3190　　FAX：092-882-4580

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

電話、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、お申込みください。

●往復はがき（１人１枚）に「７月のフリーマーケット希望」または「親子自然観察会
　希望」と記入の上、住所、氏名、年齢、連絡先を必ず明記し、ご応募ください。

【体験コーナーの申込方法】

          10:30～15:00
のうち、１時間程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

革や布を使った
ストラップ作り

 日曜・祝日 10:30～15:00
のうち、30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

牛乳パックで
紙すき体験

 日曜日 10:30～15:00
のうち、30分程度

【定員】10名/日（先着順）
【申込】前日まで

ボタン ｄｅ 
スタンプ作り

 土曜・日曜 10:30～15:00
のうち、30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

卵パックで
お花の壁飾り作り

 日曜日 10:30～15:00
のうち、30分程度

【定員】6名/日（先着順）
【申込】前日まで

古布うちわ作り
土曜日          10:30～15:00
のうち、30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

3 R 実 践 講 座期間限定体験講座

日時／平成27年7月2日（木）、9日（木）
　　　16（木）、23（木）13:00～16:00
場所／研修室　定員／15名（抽選）
参加費／500円　応募締切／6月24日（水）必着
持ってくるもの／帯（ほどいてアイロンをかけて
おいて下さい）、接着芯（不織布・・・厚手のもの
90cm幅を50cm、中厚の物90cm幅を20cm）、
裏地用布（綿やプリント地）
90cm幅を1m、内ポケット
用ファスナー 20cm、マグ
ネットホック（直径2cm）1
個、裁縫道具、50cmものさ
し、筆記用具

•A4サイズのトートバック作り【全4回】
日時／平成27年7月12日（日）、26日（日）
　　　11:00 ～12:00
場所／研修室　定員／各日20名
参加費／無料
応募締切／各日１週間前まで

（定員に達した時点で〆切）
持ってくるもの／なし

•貝殻と廃ガラスを使ったクラフトの壁飾り作り
日時／平成27年7月3日（金）、17日（金）、
　　　31日（金）13:00～16:00
場所／研修室　定員／ 15名（抽選）
参加費／ 500円
応募締切／ 6月24日（水）必着
持ってくるもの／着物1着分

（ほどいてアイロンをかけおいて
下さい）または4m50cmの布。
別布1m50cm、布用接着芯50×
45cm、型紙用紙（模造紙など）、
裁縫道具一式（チャコなど）、筆
記用具

•着物からチュニック作り【全３回】

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

毎週開催 すべて無料です

応募方法

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

生ごみ堆肥相談会

ダンボールコンポスト講習会

日時/平成27年７月20日（月・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）
応募締切/平成27年７月７日（火）必着

身近に感じる自然への気づき
方講座です。是非親子でご参
加下さい。
日時/平成27年７月26日（日）
　　 10:00～15:00
場所/福岡市西区今宿上ノ原
217－2「今宿野外活動センター」
定員/30人※雨天中止
応募締切/平成27年7月7日（火）必着

…自由に参加できる
体験型のイベントです…

日時/平成27年7月20日（月・祝）
　　 10:00～15:00
場所/西部３Ｒステーション
　　 ２階館内にて
参加費：50円～

祝日
フリーマーケット

ワークショップ祭り
2015

「夏休み親子自然観察会」
IN

今宿野外活動センター（環境活動団体による不用な
ものを使ったもの作り体験）

ブレイク
ちょっと

体験講座「卵パックでバラのリース作り」 衣類・図書の提供コーナー ワークショップ祭り


