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？

ツキイチフリマ出店者募集 !!

ミニワークショップ開催！

日 時／２月３日（日）10：00 〜 15：00
場 所／西部３ R ステーション２階 研修室
区 画／８区画 出店料／無料
応募方法／往復ハガキ（１人１通）
応募資格／２０歳以上の人（販売を業とする人を除く）
応募締切／１月２６日（土）必着
★ミニワークショップ（もの作り講座）も同時開催★

「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，１月は「エフロク」のみなさんによる
雪だるまストラップ作り など
日時／平成２５年１月６日（日）10：00 〜 15：00
場所／２階

参加費／ 100 円〜（事前申込み不要）

雪だるまストラップ

３Ｒ実践講座

• 体験コーナー ! •

冬帽子作り

日時／１月 10・17 日（木）
【全２回】
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／１月４日（金）必着
持ってくるもの／着なくなった冬物衣類・
裁縫道具・50cm ものさし

水

曜

日時／１月 23・30 日（水）
【全２回】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／１月 16 日（水）必着
持ってくるもの／冬物スカート（大きめ１枚）・厚地生地・
内袋用生地（ワイシャツなど１枚程度）

土

曜

裂き織り体験！コースター作り

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

すべて
無料で
す

きています。

!

日

「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？

1

2013.

日

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 6 名／日（先着順）
開催日 毎週

古布でお雛様飾り

日時／２月８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／２月１日（金）必着 持ってくるもの／裁縫道具

日

曜

紙すきしおり・砂絵カード作り

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

左下：ネクタイで干支飾り（福巳）
（大貫先生作品）
右上：古着物で作った干支の帯飾り（福巳）
（眞𡽶先生作品）

謹賀
新年

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

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
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福岡市西部3Rステーション

検索

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）

めざせ!
循環型
社会

謹んで、新年のご挨拶を申しあげます。昨年は多くの皆様に西部３ R ステーショ
ンの講座やイベントにご参加頂きまして誠にありがとうございました。今年も
多くの皆様にご利用いただけるよう職員一同、企画・運営に取り組む所存でご
ざいますので、宜しくお願い申しあげます。
【西部３ R ステーション】

３Ｒ古きよきニッポン！シリーズ

「太陽エネルギーだけで生きた江戸時代」
江戸時代の日本人の生活は、１００％太陽エネルギーだけでまかなわれ , 自然と共に生きていました。
植物を育てることによって生活を営み、着物はもちろん木綿や絹などの天然繊維で、照明に使う油は菜種油などで
した。お米を作ったときにでる藁（わら）もたいへん貴重な資源で、お米の保管、運搬するための米俵、編笠や蓑（みの）
にぞうり、敷物や家の土壁の材料など衣食住の広い分野にわたってさまざまな用途がありました。使い古した藁は、
燃料にも利用でき、燃やした灰も植物性であることから安全であり、肥料、製紙、染色の材料などとして広く利用さ
れていました。太陽の恵みで植物を育て、植物を食すだけでなく、日用品に利用し、燃やした灰まですべて有効に使
うという資源の循環が見事にされていました。
わたしたち現代人も、未来の子どもたちに豊かな地球環境を残してあげるために、
化石燃料に頼らない、資源が循環する社会作りを形成していくべきだと思います。
西部３Ｒステーションでは、２０１３年も不用品を有効に活用して作る コサー
ジュ や ぞうり作り , ハーブ入りリサイクル石けん作り , 生ごみ堆肥化相談会、
フリーマーケットなど皆さんが実践出来るヒントやきっかけ作りを提供していきた
いと思います。
みなさま、今年もよろしくお願い申し上げます。

参考文献：大江戸リサイクル事情（石川英輔 著）
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
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日

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

生ごみ堆肥相談会

３R

動の場、福岡市のごみ減量や３Ｒに関する情報発信

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

日時／２月 7・14 日（木）
【全２回】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／１月 31 日（木）必着
持ってくるもの／冬物衣類（大判マフラー、ひざかけ等）・
型紙用厚紙（B4 2 枚）・ファスナー（20cm×2 本）
・30cm ものさし・裁縫道具

ウェブサイト

学習
情報 体験
発信

”ハーブ入り”リサイクル石けん作り

部屋履きブーツ作り

●西鉄バス「三陽高校前」
より徒歩約 2 分

活動
支援

福岡市西部３Ｒステーションは、環境学習や環境活

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。

収納たっぷり“トートバッグ”作り

応募
方法

福岡市西部 3R ステーション情報誌

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。

灰の回収業者（「守貞謾稿」より）

『エコフェスタ２０１２』開催しました！
１１月２３日（祝）に 楽しく気軽に３Ｒを体験「エコフェ
スタ２０１２」を開催しました。このイベントは、西部３Ｒス
テーション及び地域活動団体との協働により、市民の環境意
識の向上を図ることを目的に開催しています。

ライブ ティング
ペイン

Seibu 3Rstation

冬物

2,500 名を超える方に来ていただき、大盛況でした。今回の
イベントでは、初の試みとしてステージイベントを実施しま

眞𡽶さん

した。まず、絵画教室おそらのぞうさん の保坂真紀さんに

した。写真の作品はすべて、西部３ R 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。

☆COLLECTION☆

当日、早朝まで降っていた雨は、イベント開始前に上がり、

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

講座に参加してあなただけの作品を作ってみませんか？
講座の詳細はＨＰや市政だより、くるくる便り、イベント
カレンダーに掲載しています。

作品

よるライブペインティングでスタート。テーマは、
「いつまで
も自然を感じられますように」と女の子をモデルとして書き
始め、次に大きな鳥や人魚などが加わり、人と自然をイメー
ジした絵が完成。完成した絵は、西部３Ｒステーション１階

お弁当の蓋で似顔絵

エントランスで飾っています。
また、ステージでは、九州大学の学生さんによる「３Ｒ」の
歌の披露や、子ども達のダンスなど賑やかなステージが繰り
広げられました。テントブースでは、地域環境活動団体によ
るワークショップや飲食物の販売、生ごみ相談会、フリー
マーケット、１階エントランスでは、ライブペインティング

スカートから
チュニック

の保坂真紀さんによる「お弁当のふたを使った似顔絵」コー
ナー、野鳥の写真展、２階では、もの作りのワークショップ、

コートからベストと
スカート

ウールの着物から
ジャケット

かすりのベスト

リユース作品展示・販売、子ども達に人気のおもちゃの「か
えっこバザール」など内容が盛りだくさんでした。イベント
に参加された方からは、
「いつも楽しいイベントなので子ど
もと一緒に楽しませていただいています。」
「思いがけない楽

ザール

バ
かえっこ

しさでした。もっと多くの人に知られると良いですね」
「３Ｒ
ベストから帽子と
ネクタイのネックレス

について考えるきっかけになりました。
」などの声が聞けま
した。西部３Ｒステーションでは、これからも、もっと気軽に

小毛田さん

楽しくエコについて考えるきっかけづくりを提供していき

着物のブローチ

古布の着物で菊

作品

たいと思います。
コートからスカート

プ

３R ワ

ョッ
ークシ

エコ菜園

黒の着物でベスト

帯でバッグ

古布でこま犬

古布でストラップ
（そろばん玉利用）

