
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 http://www.at-ml.jp/?in=55086
西部・ミニ３Ｒステーションのイベント情報やウェブサイト限定の家具抽選
会や不用品の交換など、くらしに役立つごみ減量・３Ｒ情報が満載です！
（一部ユーザー登録が必要なものもあります）

会員登録を済ませたメール会員の方へ西部・ミニ３Ｒステーションのおススメ
ニュースや最新情報を携帯電話のEメールで、お知らせします。

ウェブサイトウェブサイト モバイルサイトモバイルサイト

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 ＱＲコードで簡単アクセス！
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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 ミニ３Ｒステーションミニ３Ｒステーション

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：福岡市博多区三筑2－9
TEL：092-585-0598　FAX：092-585-5435

●西鉄バス「三陽高校前」
　より徒歩約2分

●西鉄バス「麦野四丁目」
　より徒歩約8分
●西鉄天神大牟田線
　「雑餉隈駅」より徒歩約12分

ミニ3Rステーション

福岡市西部3Rステーション情報誌
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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

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？

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？
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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？

日時／毎週日曜日
　　　10：30～ 11：30
場所／２階多目的ホール
参加費／無料
定員／１０名（先着順）
申込方法／電話

廃食油で
ハーブ石けん作り

紙すきしおり作り

日時／毎週水曜日
　　　10：30～ 11：30
場所／１階リサイクル工房
参加費／無料
定員／10名（先着順）
申込方法／電話

• 定期開催中 ! •

古布でぞうり作り
日時／３月１２日（土）
　　　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／３月３日（木）必着
持ってくるもの／幅７ｃｍに裂いて包帯状に巻いた
　　　　　　　　 布３０ｍ以上

親子３Ｒ教室

３Ｒ物作り教室

体験コーナー

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

タオルでかんたん帽子作り
日時／３月２５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／３月１６日（水）必着
持ってくるもの／使わず押入に眠っているタオル
　　　　　　　　（柄物）１枚・裁縫道具

３Ｒ物作り教室

ご利用
案内

ご利用
案内

Vol.60

●西部環境サポーター
　倶楽部主催

●循環生活研究所主催

生ごみ堆肥化で困ったこと
がありましたら何でも相談
ください

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！

場所／２階環境学習室
参加費／無料
事前申込／不要

日時／毎週土曜日
　　　13：00～ 16：30

日時／毎月第２金曜日
　　　10：30～ 14：00

●西部環境サポーター
　倶楽部主催

日時／毎月第４土曜日
　　　10：30～ 12：00
場所／２階環境学習室
参加費／500円
（基材・テキスト代込み）
事前申込／不要

生ごみ堆肥相談会

ダンボールコンポスト講習会

私たちの生活は次第に便利になり、大量生産、大量消費、大量廃棄のライフスタイルが
根付いたことによって、ごみとして捨てる物が多くなってきました。ごみ問題は、埋め立
て場の残余年数のひっぱくや地球温暖化などに伴い、重要な環境問題として認識される
ようになりました。ごみ問題と合わせて近年では様々な地球環境問題も浮き彫りになっ
ており、これらの問題解決に向けてより真剣に取り組まなければならなくなっています。
既に解決に向けて立ち上がっている人達もたくさんいますが、一部の人達だけが真剣
に取り組むだけでは多くの問題は解決できません。小さな活動であっても多くの人と助
け合い、協力し合いながら活動することによってとても大きな活動へと繋がります。
例えば、ごみが100個落ちていたとします。それを１人で拾うと、時間と労力の負担は
大きいですが、100人で拾うと時間と労力の負担は小さく済みます。また、同じ作業をす
る人達との交流をはかることもでき、それにより一人ひとりがさらに活動の幅を広げて
いくことで、より発展性・継続性のある活動になります。
様々な地球環境問題を解決する為には、私たち一人ひとりの力なくしては考えられな
いのです。買い物の際はマイバッグを持って行く、ペットボトルや新聞等をリサイクルす
る等、ごみ減量についてはもちろんのこと、その他の環境問題に関しても意識を深め、今
できることを身近なところから取り組んでいきましょう。

さあはじめよう！

１人の100歩より100人の1歩
さあはじめよう！

１人の100歩より100人の1歩

めざせ！循環型社会めざせ！循環型社会

不用品で作ったお雛様飾り（大貫弘子さん作）



● 古布でぞうり作り ●
西部３Ｒステーションでは、毎月「古布でぞうり作り」を行っています。（所用時間３時間程度）
今回はその様子をお伝え致します。

◎ 受講者の声 ◎
•あっという間に時間が過ぎてとても楽し
　かったです。
•先生に丁寧にご指導いただきとても分かり
　やすかったです。
•思っていたより簡単に出来上がりました。
•今日習ったことを友達にも教えたいです。
•また参加したいです。

　ぞうり作りは、編み込むという同じ作業でも、作る人や
編む素材によって違う物ができ、大変面白みがあります。
　また、ポイントとなる点をおさえておけば、あとはひた
すら編んでいくだけなので、一人で集中したい時でもお友
達とお話しながらでも楽しく作ることができます！
　素材や配色を変えるだけで、またとない作品が出来上が
ります。世界に一つだけのぞうりを作ってみませんか。
ここで、いくつか完成作品をご紹介します！

vol.3♪ 講座におじゃまします♪♪ 講座におじゃまします♪

材料

手順 ①ロープの両端を結び、結び目が
中心になるように足の親指に挟
みます。次に結び目を持ち、ロー
プをひとひねりさせながら手前
に10cmくらい引き寄せ、交差
部を洗濯ばさみでとめます。

③編んだ部分を途中で詰
めながら、左右の幅が
均等になるように両手
で締めていきます。

⑤たての長さが 20cm
程になったら、先端
を狭めていきます。

②布を２列くら
い編んだら、
実際に指を挟
んで編んでい
きます。

④同じ手順で編ん
でいきます。

⑥ロープを引き、
つま先部分を詰
めていきます。

⑦鼻緒と前緒を
　つけます。

⑧裏に返して結びます。
　同じ手順でもう一足
編んで・・・

ロープ(直径８mm)：長さ1.5m ～ 1.6m×2、
　　　　　　　　　　長さ50cm×2本（鼻緒芯用）
布ヒモ：古布を幅5 ～ 7cmに切るか裂いたもの
　　　　（全長30～40m)を包帯状に巻く
鼻緒の布：長さ60cm×幅5cm×2本
前緒：長さ40cm×幅5cm×2本

西区環境フェスタ2011西区環境フェスタ2011西区環境フェスタ2011西区環境フェスタ2011
「環境をよくしたい！」という想いで創りあげた市民イベント。
参加してくれたあなたも今からエコ仲間！
会場にはレジ袋はありませんので、
必ずマイバッグをお持ちください。

※当日は駐車場がイベントで使用できませんので、公共の交通機関でのご来場にご協力ください
※雨天決行（フリーマーケットのみ雨天中止）

平成２３年３月１３日（日）
11:00 ～ 16:00
西区役所駐車場及び西市民センター

家庭で不用になった衣類・日
用品など色々なものが持ち寄
られます。みなさんも掘り出
し物を見付けにきませんか？
区画数／２０区画

まだまだ使えるリユース
家具等を抽選のうえ無料
提供します。（随時抽選）

●おとなの国ワークショップ（ふろし
きＤＥエコバッグ、新聞エコバッグ、
はぎれで手作り、エコチェックシート）
●マイバッグ持参宣言コーナー
●お絵かき手帳
●エコ飲食コーナー
●集めていますコーナー
●ダンボールコンポスト（生ごみ堆肥）
ミニ講習会コーナー
●リユース小物販売コーナー
●エコクッキング＆Ｗ発電
●環境ゲームと快適省エネエコライフ
●もくねんさん粘土工作
●電気自動車展示

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
【注意事項】
①壊れたおもちゃは持ってこないでね
②カード類は一つにまとめてね
③ポイントになるおもちゃは10個
　までです

●募集区画数／２０区画（1区画１.８ｍ×2.７ｍ）
●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
●応 募 締 切／３月４日（金）必着
●応 募 方 法／往復ハガキの往信に「3/13フリーマーケット希望」と書き、①住所
　　　　　　　②氏名③年齢④電話番号を明記のうえ、以下の住所にお申込ください。
●申　込　先／西部３Ｒステーション　西区今宿青木１０４３－２

西区環境フェスタ２０１１フリーマーケット出店者募集!西区環境フェスタ２０１１フリーマーケット出店者募集!

千代今宿線（旧国道202号）

JR筑肥線

西市民センター

内浜

内浜

姪浜

地下鉄姪浜
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西区役所

リデュースしてみよう！～レジ袋削減に挑戦～

日時

場所

●フリーマーケット

●かえっこバザール

●ドリームギャラリー
　（リユース品抽選提供）

※この時、横幅は締めすぎな
　いようにしてください。

できあがり☆できあがり☆

基本の形となります。

☆Seibu3R                Collection☆☆Seibu3R                Collection☆

使用済み
ストッキングで

使用済み
ストッキングで 浴衣地で浴衣地で 着物地で着物地で 色を変えて色を変えて

フリースでフリースで シャツでシャツで パジャマでパジャマで カラフルにカラフルに 館長作☆館長作☆

シャツでシャツで

その他細かい作り方をお知りになりたい方は、西部３Rステーションまでお越しください。

［ ぞうりのいろいろ ］

ZOURIZOURI

※お一人様１通のご応募でお願いします
※当日は出店者用の駐車場がありませんので、各自で近隣のパーキングをご利用頂きますようお願いいたします。

コーナーを体験して
スタンプを集めると、
『お楽しみ袋』が当た
る抽選会に参加でき
るよ！
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