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？
環境学習
「食と環境について」
〜フードマイレージ〜
日時／９月１４日（金）
10：30 〜 12：00
場所／２階研修室 定員／３０名（先着）
参加費／無料 応募方法／電話・FAX
応募締切／９月１１日（火）必着

ツキイチフリマ
日 時／９月２２日（祝）10：00 〜 15：00
区画：１６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／９月１３日（木）必着
★ミニワークショップ（もの作り講座）も同時開催★

水

!

廃食油でハーブ石けん作り

日

日

曜

時間 10:30〜11:30
（随時）
定員 10 名／日（先着順）

空き瓶をおしゃれにリメイク

日時／９月１４・２１日（金）
１３：００〜１６：００
場所／２階研修室 定員／１０名（抽選）
参加費／１００円
応募締切／９月７日（金）必着
持ってくるもの／着物
（単衣の着物）
１枚・
裁縫道具

日
申込締切

前日まで

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
13:30〜15:30
のうち、1 時間程度
定員 6 名／日（先着）
申込締切 前日まで

生ごみ堆肥相談会

9

2012.

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

オゾン層は上空１０〜５０㎞にあり、太陽からの有害な紫外線を吸収し、地球上の生物を守ってくれ
るバリアとなっています。オゾン層が破壊されると有害な紫外線の増加により、皮膚がんや白内障など
健康被害の発生や、植物の生育の阻害等を引き起こす懸念があります。
温室効果ガスの特徴

西 部３Ｒステーション
ご利用案内

●西鉄バス「三陽高校前」
より徒歩約 2 分

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

ウェブサイト

温室効果ガス

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

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
●

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）

地球温暖化
係数（※1）

オゾン層が守られている地球

オゾン層が破壊された地球

用途、排出源

二酸化炭素（CO2）

1

メタン（CH4）

25

稲作、家畜の腸内発酵、廃棄物の
埋め立てなど

一酸化二窒素（N2O）

298

燃料の燃焼、工業プロセスなど

92〜
ハイドロフルオロカーボン類
14,800
（HFCs）

高崎交差点

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

福岡市西部3Rステーション

Vol.78

古布で作ったかご
田中喜代子さん作品

地球のために
「ノンフロン」

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

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？

９月は「オゾン層保護対策推進月間」

時間

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

化石燃料の燃焼など

スプレー、エアコンや冷蔵庫などの
冷媒、化学物質の製造プロセスなど
建物の断熱材など。

パーフルオロカーボン類
（PFCs）

7,390〜
12,200

半導体の製造プロセスなど

六ふッ化硫黄（SF6）

22,800

電気の絶縁体など

※1 二酸化炭素を1とした場合の地球温暖化へ与える影響の大きさを表したもの

オゾン層が破壊されている主な原因は、冷蔵庫、エアコン、洗濯乾燥機、スプレー缶などに使用され
ているフロン類という物質です。フロン類は、オゾン層の破壊だけでなく、強力な温室効果ガスであり、
地球温暖化の原因にもなっているため、現在、「ノンフロン」製品の開発が進んでいます。
冷蔵庫、ダストブロワー（ほこり取りスプレー）などを買うときは、ノンフロン製品を購入して，
私たちの地球を守ってくれているオゾン層を保護しましょう！
（環境省ホームページ，ＩＰＣＣ第４次報告書

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

３R

すべて
無料で
す

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

着物を２部式着物にリフォーム【全２回】

応募
方法

曜

情報
発信

学習
体験

毎月変わる９月のミニワークショップは，
「ベスタ」のみなさんに
よる 手作りメモ帳
日 時／９月 22 日（祝）10：00 〜 15：00
場所／２階情報コーナー
参加費／１００円（事前申込み不要）

• 体験コーナー （
! 毎週開催）•

日時／９月１３・２０・２７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／９月６日（木）必着
持ってくるもの／着物身頃半分位の長さ
のもの
（洋服、
着物を２種類）
・型紙用の紙・
裁縫道具・ものさし

活動
支援

ミニワークショップ開催！
「環境ボランティア団体による もの作り講座 」

３Ｒ実践講座

古着でフードポケット付
リバーシブルベスト作り【全３回】

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。

参照）

出前講座で

ペットボトルを使った
環境実験とすず虫ハウス作りを
行いました。

３Ｒ

西部３Ｒステーションでは、地域での３Ｒ活動を支援するため、公民館などで出前

講座を行っています。

８月４日（土）に小学生を対象にした「ペットボトルを使っ

今年度も多くの公民館からの依頼を受け、３Ｒ学習・もの作り講座を実施しています！

たろ過実験とすず虫ハウス作り」を行いました。

まず、環境活動を行っている中村学園三陽高校の保健委

員会の生徒たちによるわかりやすい「３Ｒについて」、次に

子どもに
大人気！

福岡大学工学部大学院生による「森のはたらき（水の浄化

作用）」について学んだ後に、実際にペットボトルの容器に
高校生による３Ｒに関する講座

砂、

、

水がきれいになる仕組みについて学びました。

また、水をろ過している時間を利用して、ペットボトル

保護者の方々が見守る中、一生懸命にハサミを使ってペッ

トボトルを切り、みんな立派なすず虫ハウスを作ることが

古布を使ったぞうり作り
（三筑公民館，青葉公民館）

リサイクルできなかったガラスを使ったアート
（板付公民館，福浜公民館，城原公民館，鳥飼公民館）

できました！

お家で、すず虫たちの涼しい音色を聞くことができるで

ペットボトルでろ過装置を作成中

しょう。

マイバッグも
エコしよう！

すず虫ハ
ウ
完成♪ ス

古新聞を使ったエコバッグ作り

ペットボトルですず虫ハウス作成中

（飯倉公民館，東光公民館）

古新聞を使ったコサージュ作り
（三筑公民館）

隊が
夏休み親子リサイクル探検
やってきた !!

間伐材で
森林保護！

福岡県内各地から集まった『夏休み親子リサイ

クル探検隊』のみなさんが来館されました。

３Ｒについて学んで、子ども達はリユース体験

として「牛乳パックでからくり万華鏡作り」、「木

の枝を使ったキーラック作り」に挑戦しました。

テレビ局の取材もあり、大いに盛り上がった一

日となりました。

私には
ちょっ
と
難しい
けど，
木の枝
っ
カワイ て
イ！

古布を使ったコサージュ作り
（笹岡公民館）

砂絵ネームプレート作り
（三筑公民館）

