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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！

ウェブサイト

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

検 索福岡市西部3Rステーション
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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？
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生ごみ堆肥相談会 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

3Ｒ実践講座3Ｒ実践講座

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。

衣類のリフォーム教室 【全12回】（毎週水曜日）衣類のリフォーム教室 【全12回】（毎週水曜日）衣類のリフォーム教室 【全12回】（毎週水曜日）

作品：古布でお手玉雛と春の小物（まはな のりこさん作品）作品：古布でお手玉雛と春の小物（まはな のりこさん作品）
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グリーンコンシューマーとは
「グリーンコンシューマー」とは、直訳すると「緑の消費者」になります。環境をイメージしたグリーン（緑）

とコンシューマー（消費者）を合わせた造語で、「環境を大切にする消費者」と意訳されています。
グリーンコンシューマーとしての行動は誰もが日常的にしている“買い物（商品の選択）”を少し変えるだけで、

商品の作り手、売り手、ひいては経済全体に影響を与えることのできる取り組みです。
みなさんは「商品」を購入する際、価格や耐久性、デザイン、味なども含めた性能、安全性を重視すること

があると思います。これらに「環境に配慮されている」という視点をプラスした物選びがグリーンコンシューマー
の買い物の考え方です。

例えば、環境ラベル（再生紙使用マークなど）
のついた再生品や環境配慮製品を選んで購入した
り、省資源や廃棄物削減のため詰め替え商品を購
入したりすることや、衣服の購入の際は環境配慮
素材（「原産地で環境に配慮した天然素材」、「再
利用素材」、「リサイクル素材」、「製造ラインで環
境に配慮した素材」）を多く使用した衣類を選ぶ
ことです。

こういった消費活動を私たち消費者が意識をす
れば、省エネルギー・省資源、廃棄物の有効利用
につながり循環型社会への一歩が踏み出せるので
はないでしょうか。

みなさんも環境への負担の少ない製品の購入な
どを考え、一人ひとりの選択によって環境を守り
ましょう。

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？

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
●時間　10:30～11:30
●定員　10 名／日（先着順）
●申込締切　希望日の 3 日前まで

牛乳パックで紙すき体験牛乳パックで紙すき体験牛乳パックで紙すき体験

すべて無料です!

●時間　10:30～11:30（随時）
　　　　のうち、30 分程度
●定員　10 名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

裂き織り体験！
コースター作り
裂き織り体験！
コースター作り
裂き織り体験！
コースター作り
●時間　10:30～15:30（随時）
　　　　のうち、1時間程度
●定員　6名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

水　曜　日

日　曜　日

土　曜　日

電話か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下さい。

体験コーナーの
申込方法

１　必要なものを必要なだけ買う
２　使い捨て商品ではなく、長く使えるものを選ぶ
３　容器や包装はないものを優先し、次に最小限のもの、
　　容器は再使用できるものを選ぶ
４　作るとき、買うとき、捨てるときに、資源とエネルギー
　　消費の少ないものを選ぶ
５　化学物質による環境汚染と健康への影響の少ないものを選ぶ
６　自然と生物多様性をそこなわないものを選ぶ
７　近くで生産・製造されたものを選ぶ
８　作る人に公正な分配が保証されるものを選ぶ
９　リサイクルされたもの、リサイクルシステムのあるものを選ぶ
10　環境問題に熱心に取り組み、環境情報を公開しているメーカー
　　や店を選ぶ

日時／ 4月3日（木）～6月19日（木）
　　　13:00～16:00
場所／ 2階研修室　定員／ 10名（抽選）
参加費／ 1,000円
応募締切／ 3月25日（火）必着
持ってくるもの／型紙用の紙、筆記用具、
リフォームしたい着物、洋服。裁縫道具、ものさし。

古帯や着物でA4サイズが入る
簡単トートバック作り 【全２回】
古帯や着物でA4サイズが入る
簡単トートバック作り 【全２回】

古帯や着物でA4サイズが入る
簡単トートバック作り 【全２回】
日時／ 4月4日（金）、11日（金）13:00～16:00
場所／ 2階研修室　定員／ 15名（抽選）
参加費／ 500円
応募締切／ 3月25日（火）必着
持ってくる物／帯または着物、内袋用布（薄手の木綿やプリント地など）、内袋と
同系色の20cmファスナー、厚地の不織布接着心（50cm）、マグネットホック
又は、ボタン（2cm）筆記用具、裁縫道具一式、ものさし。

パッチワーク教室【全12回】
（第１火曜日と休館日を除く毎週火曜日）
パッチワーク教室【全12回】

（第１火曜日と休館日を除く毎週火曜日）
パッチワーク教室【全12回】

（第１火曜日と休館日を除く毎週火曜日）
日時／ 4月8日（火）～7月15日（火）
　　　13:00～16:00
場所／ 2階研修室　定員／ 12名（抽選）
参加費／ 1,500円
応募締切／ 3月25日（火）必着
持ってくるもの／
裁縫道具（まち針・縫い針等）・はさみ・縫い糸、30cm×40cm
位の布を1枚・20cm×25cm位の布を1枚・20cm×20cm
位の布を2種類（5cm×5cmが28枚でも可）

古布を利用したもの作り【全３回】〈さいとぴあで実施〉古布を利用したもの作り【全３回】〈さいとぴあで実施〉古布を利用したもの作り【全３回】〈さいとぴあで実施〉
日時／ 4月9日（水）、16日（水）、23日（水）10:00～12:00
内容／ 9日:干支の置物作り　16日:コサージュ作り
　　　23日:がまぐちコインケース作り
場所／さいとぴあ 会議室（西区西都2-1-1 JR「九大学研都市駅」前）
定員／ 10名（抽選）　参加費／無料　応募締切／ 3月28日（金）必着
持ってくるもの／裁縫道具一式

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。
〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043-2 
Fax 092-882-4580

3R実践講座の応募方法

参考：環境goo、認定NPO法人環境市民、ウィキペディア

グリーンコンシューマーの買い物
10の原則

出前講座
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かえっこバザール、フリーマーケット、クラフトバンドのアクセサリーとエコバッグ作りや新聞紙の
色広告でつくるペーパーフラワー作りなどエコなワークショップがあります。また、ステージイベン
トや飲食物コーナーもあり、子どもさんから大人まで楽しめます。是非、遊びに来てください。

『西区環境フェスタ２０１４』開催！！『西区環境フェスタ２０１４』開催！！
西区eco 特区宣言！～３Ｒを楽しまな、もったいなかぁ～西区eco 特区宣言！～３Ｒを楽しまな、もったいなかぁ～
「環境をよくしたい！」という熱い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！！
日時 平成26年3月9日（日） １１:００～１６:００
会場 さいとぴあ（雨天決行 ※フリーマーケットのみ雨天中止）

　次は、平成26年2月6日（木）、13日（木）、20日（木）に3回

にわたり実施した「思い出の着物からちゃんちゃんこ作り」の

模様です。着なくなった思い出のある着物を新たに“ちゃん

ちゃんこ”にリメイクしました。暖かいちゃんちゃんこを着て

部屋の暖房機の温度を下げると「家」エコもできますね。

参加者からは「母と祖母の着物をリユースできたので本当にう

れしい。」「思い出のある着物が生まれ変わって、満足しまし

た。」などの声を聞くことができました。４月からは多数の講座

が開催されます。是非、ご参加ください。（講座の詳細は4ペー

ジに掲載）

思い出の着物からちゃんちゃんこ作り思い出の着物からちゃんちゃんこ作り

　今回は、平成26年２月７日（金）に実施した「古布から花雛

作り」の模様です。家庭で不用になった色鮮やかな古布を使っ

て、“花雛”作りをしました。かわいらしい花びらの上にお雛様

が座っている花雛は、部屋に飾ると春を感じることでしょう。

　参加者からは「不用になったものを何にでも再使用するこ

とに感心しました。」、「古布を使った作品をもっと作りたくな

りました。」などの声を聞くことができました。

　みなさんも身近にある不用になった古布などをリユースし

て楽しんでみませんか。

古布から花雛作り古布から花雛作り

!

※「西区環境フェスタ2014」に関するお問い合わせは西区役所生活環境課（TEL:092-895-7054）まで
※フリーマーケットに関するお問い合わせは西部３Ｒステーション（TEL:092-882-3190）まで

スタンプラリーで景品をゲット！

入場
無料

　3月、４月は、転勤や就職、新生活スタートなどで引っ越しされる方が多いと思います。引っ越しの時
に出る大量のごみは以下の方法で処分されてください。また、不要な衣類などは捨てないでリユース・リ
サイクルへのご協力もお願いします。

　「燃えるごみ」は週２回、「燃えないごみ」と「空きびん・ペットボトル」は月１回の収集です。

引っ越しごみは適正に処分してください！！

臨時の場合

通常のごみ出し日に出す（臨時以外の場合）「福岡市指定袋利用」

（指定袋に入らないもの、又は片手で持ち上げて指定袋が破れてしまう重さのものは粗大ごみとなります。）
（１）電話申込み　電話：092－731－1153

受付時間：月曜日～土曜日（12月29日～ 1月3日は休み）　9時～ 17時
※耳や言葉の不自由な方はＦＡＸ番号092－731－1195をご利用ください。

（２）インターネット申込み　アドレス：https://sodaigomi-kankyo.city.fukuoka.lg.jp/
受付時間：年中24時間受付（メンテナンス期間は除く）

１．粗大ごみ受付センターへお申込み【有料】

（１）電話申込み　　電話：092－433－8234
 受付時間：月曜日～土曜日　8時30分～ 16時（１月１日～３日は休み）
 ※当日予約は15時30分まで（臨海工場は15時まで）受付

（２）インターネット申込み　https://uketuke-kankyo.city.fukuoka.lg.jp/
 受付時間：年中24時間受付（メンテナンス期間除く）
 ※当日分は14時30分まで受付

２．市の処理施設へ自己搬入（「自己搬入ごみ事前受付センター」にお申込みが必要です。）【有料】

「協同組合福岡市事業用環境協会」へ依頼の電話をする。電話：092－741－5517

３．市が許可した収集業者へ依頼【有料】

リユース・リサイクルへ!!引越ごみは捨てるだけではもったいない！

　子ども会などが行っている地域集団回収や市内約400箇所に設置している資源物回収拠点に出しましょう。
　ＵＲＬ：http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/keikaku/genre/01-02.html

１．古紙のリサイクル!!新聞・段ボール・雑誌など

２．ムダなくリユース!!不用となった衣類や小物、図書は西部3Rステーションへ持参ください!!

東光公民館「土曜遊びの広場」において、小学生向けに、「野遊
びHUT」の生田氏によるネイチャーゲームを実施しました。

まず、紙芝居でわらしべ長者の話しを聞いた後に1本のわらを
持ち、自然の宝物探しに小学校の校庭に出かけ、葉っぱや花びら、
小枝などとわらを交換、次ぎの宝物を見つけたらまた交換をくり
かえしながら、校庭を１周し、最後に残った宝物と木の枝などで
クラフト工作を行いました。また、その土地にあった暮らし方や
自然環境を守ること、生物多様性についての話しを聞き、自然の
つながりについて学びました。　

子どもたちは、小学校の校庭で「ほら、こんなの見つけたよ」
と木の枝などを拾ってまわりました。小学校の校庭にはたくさん
の“自然の宝物”がありました。

クラフト作品は、「公民館に飾ってもらおう」と言う子どももい
て、みんなでネイチャーゲームを楽しみました。

出前講座に行ってきました！in東光公民館出前講座に行ってきました！in東光公民館

紙芝居の様子

宝物探し中 クラフト作品



講座におじゃましますVol.14

講座におじゃましますVol.13

かえっこバザール、フリーマーケット、クラフトバンドのアクセサリーとエコバッグ作りや新聞紙の
色広告でつくるペーパーフラワー作りなどエコなワークショップがあります。また、ステージイベン
トや飲食物コーナーもあり、子どもさんから大人まで楽しめます。是非、遊びに来てください。

『西区環境フェスタ２０１４』開催！！『西区環境フェスタ２０１４』開催！！
西区eco 特区宣言！～３Ｒを楽しまな、もったいなかぁ～西区eco 特区宣言！～３Ｒを楽しまな、もったいなかぁ～
「環境をよくしたい！」という熱い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！！
日時 平成26年3月9日（日） １１:００～１６:００
会場 さいとぴあ（雨天決行 ※フリーマーケットのみ雨天中止）

　次は、平成26年2月6日（木）、13日（木）、20日（木）に3回

にわたり実施した「思い出の着物からちゃんちゃんこ作り」の

模様です。着なくなった思い出のある着物を新たに“ちゃん

ちゃんこ”にリメイクしました。暖かいちゃんちゃんこを着て

部屋の暖房機の温度を下げると「家」エコもできますね。

参加者からは「母と祖母の着物をリユースできたので本当にう

れしい。」「思い出のある着物が生まれ変わって、満足しまし

た。」などの声を聞くことができました。４月からは多数の講座

が開催されます。是非、ご参加ください。（講座の詳細は4ペー

ジに掲載）

思い出の着物からちゃんちゃんこ作り思い出の着物からちゃんちゃんこ作り

　今回は、平成26年２月７日（金）に実施した「古布から花雛

作り」の模様です。家庭で不用になった色鮮やかな古布を使っ

て、“花雛”作りをしました。かわいらしい花びらの上にお雛様

が座っている花雛は、部屋に飾ると春を感じることでしょう。

　参加者からは「不用になったものを何にでも再使用するこ

とに感心しました。」、「古布を使った作品をもっと作りたくな

りました。」などの声を聞くことができました。

　みなさんも身近にある不用になった古布などをリユースし

て楽しんでみませんか。

古布から花雛作り古布から花雛作り

!

※「西区環境フェスタ2014」に関するお問い合わせは西区役所生活環境課（TEL:092-895-7054）まで
※フリーマーケットに関するお問い合わせは西部３Ｒステーション（TEL:092-882-3190）まで

スタンプラリーで景品をゲット！

入場
無料

　3月、４月は、転勤や就職、新生活スタートなどで引っ越しされる方が多いと思います。引っ越しの時
に出る大量のごみは以下の方法で処分されてください。また、不要な衣類などは捨てないでリユース・リ
サイクルへのご協力もお願いします。

　「燃えるごみ」は週２回、「燃えないごみ」と「空きびん・ペットボトル」は月１回の収集です。

引っ越しごみは適正に処分してください！！

臨時の場合

通常のごみ出し日に出す（臨時以外の場合）「福岡市指定袋利用」

（指定袋に入らないもの、又は片手で持ち上げて指定袋が破れてしまう重さのものは粗大ごみとなります。）
（１）電話申込み　電話：092－731－1153

受付時間：月曜日～土曜日（12月29日～ 1月3日は休み）　9時～ 17時
※耳や言葉の不自由な方はＦＡＸ番号092－731－1195をご利用ください。

（２）インターネット申込み　アドレス：https://sodaigomi-kankyo.city.fukuoka.lg.jp/
受付時間：年中24時間受付（メンテナンス期間は除く）

１．粗大ごみ受付センターへお申込み【有料】

（１）電話申込み　　電話：092－433－8234
 受付時間：月曜日～土曜日　8時30分～ 16時（１月１日～３日は休み）
 ※当日予約は15時30分まで（臨海工場は15時まで）受付

（２）インターネット申込み　https://uketuke-kankyo.city.fukuoka.lg.jp/
 受付時間：年中24時間受付（メンテナンス期間除く）
 ※当日分は14時30分まで受付

２．市の処理施設へ自己搬入（「自己搬入ごみ事前受付センター」にお申込みが必要です。）【有料】

「協同組合福岡市事業用環境協会」へ依頼の電話をする。電話：092－741－5517

３．市が許可した収集業者へ依頼【有料】

リユース・リサイクルへ!!引越ごみは捨てるだけではもったいない！

　子ども会などが行っている地域集団回収や市内約400箇所に設置している資源物回収拠点に出しましょう。
　ＵＲＬ：http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/keikaku/genre/01-02.html

１．古紙のリサイクル!!新聞・段ボール・雑誌など

２．ムダなくリユース!!不用となった衣類や小物、図書は西部3Rステーションへ持参ください!!

東光公民館「土曜遊びの広場」において、小学生向けに、「野遊
びHUT」の生田氏によるネイチャーゲームを実施しました。

まず、紙芝居でわらしべ長者の話しを聞いた後に1本のわらを
持ち、自然の宝物探しに小学校の校庭に出かけ、葉っぱや花びら、
小枝などとわらを交換、次ぎの宝物を見つけたらまた交換をくり
かえしながら、校庭を１周し、最後に残った宝物と木の枝などで
クラフト工作を行いました。また、その土地にあった暮らし方や
自然環境を守ること、生物多様性についての話しを聞き、自然の
つながりについて学びました。　

子どもたちは、小学校の校庭で「ほら、こんなの見つけたよ」
と木の枝などを拾ってまわりました。小学校の校庭にはたくさん
の“自然の宝物”がありました。

クラフト作品は、「公民館に飾ってもらおう」と言う子どももい
て、みんなでネイチャーゲームを楽しみました。

出前講座に行ってきました！in東光公民館出前講座に行ってきました！in東光公民館

紙芝居の様子

宝物探し中 クラフト作品



http://www.fukuoka-seibuplaza.com

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！

ウェブサイト

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

検 索福岡市西部3Rステーション

URL

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

←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

めざせ!
循環型
社会

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

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？

ご利用案内

2014.3
Vol.96
2014.3
Vol.96

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

生ごみ堆肥相談会 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

3Ｒ実践講座3Ｒ実践講座

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。

衣類のリフォーム教室 【全12回】（毎週水曜日）衣類のリフォーム教室 【全12回】（毎週水曜日）衣類のリフォーム教室 【全12回】（毎週水曜日）

作品：古布でお手玉雛と春の小物（まはな のりこさん作品）作品：古布でお手玉雛と春の小物（まはな のりこさん作品）

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

グリーンコンシューマーとは
「グリーンコンシューマー」とは、直訳すると「緑の消費者」になります。環境をイメージしたグリーン（緑）

とコンシューマー（消費者）を合わせた造語で、「環境を大切にする消費者」と意訳されています。
グリーンコンシューマーとしての行動は誰もが日常的にしている“買い物（商品の選択）”を少し変えるだけで、

商品の作り手、売り手、ひいては経済全体に影響を与えることのできる取り組みです。
みなさんは「商品」を購入する際、価格や耐久性、デザイン、味なども含めた性能、安全性を重視すること

があると思います。これらに「環境に配慮されている」という視点をプラスした物選びがグリーンコンシューマー
の買い物の考え方です。

例えば、環境ラベル（再生紙使用マークなど）
のついた再生品や環境配慮製品を選んで購入した
り、省資源や廃棄物削減のため詰め替え商品を購
入したりすることや、衣服の購入の際は環境配慮
素材（「原産地で環境に配慮した天然素材」、「再
利用素材」、「リサイクル素材」、「製造ラインで環
境に配慮した素材」）を多く使用した衣類を選ぶ
ことです。

こういった消費活動を私たち消費者が意識をす
れば、省エネルギー・省資源、廃棄物の有効利用
につながり循環型社会への一歩が踏み出せるので
はないでしょうか。

みなさんも環境への負担の少ない製品の購入な
どを考え、一人ひとりの選択によって環境を守り
ましょう。

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？

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
●時間　10:30～11:30
●定員　10 名／日（先着順）
●申込締切　希望日の 3 日前まで

牛乳パックで紙すき体験牛乳パックで紙すき体験牛乳パックで紙すき体験

すべて無料です!

●時間　10:30～11:30（随時）
　　　　のうち、30 分程度
●定員　10 名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

裂き織り体験！
コースター作り
裂き織り体験！
コースター作り
裂き織り体験！
コースター作り
●時間　10:30～15:30（随時）
　　　　のうち、1時間程度
●定員　6名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

水　曜　日

日　曜　日

土　曜　日

電話か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下さい。

体験コーナーの
申込方法

１　必要なものを必要なだけ買う
２　使い捨て商品ではなく、長く使えるものを選ぶ
３　容器や包装はないものを優先し、次に最小限のもの、
　　容器は再使用できるものを選ぶ
４　作るとき、買うとき、捨てるときに、資源とエネルギー
　　消費の少ないものを選ぶ
５　化学物質による環境汚染と健康への影響の少ないものを選ぶ
６　自然と生物多様性をそこなわないものを選ぶ
７　近くで生産・製造されたものを選ぶ
８　作る人に公正な分配が保証されるものを選ぶ
９　リサイクルされたもの、リサイクルシステムのあるものを選ぶ
10　環境問題に熱心に取り組み、環境情報を公開しているメーカー
　　や店を選ぶ

日時／ 4月3日（木）～6月19日（木）
　　　13:00～16:00
場所／ 2階研修室　定員／ 10名（抽選）
参加費／ 1,000円
応募締切／ 3月25日（火）必着
持ってくるもの／型紙用の紙、筆記用具、
リフォームしたい着物、洋服。裁縫道具、ものさし。

古帯や着物でA4サイズが入る
簡単トートバック作り 【全２回】
古帯や着物でA4サイズが入る
簡単トートバック作り 【全２回】

古帯や着物でA4サイズが入る
簡単トートバック作り 【全２回】
日時／ 4月4日（金）、11日（金）13:00～16:00
場所／ 2階研修室　定員／ 15名（抽選）
参加費／ 500円
応募締切／ 3月25日（火）必着
持ってくる物／帯または着物、内袋用布（薄手の木綿やプリント地など）、内袋と
同系色の20cmファスナー、厚地の不織布接着心（50cm）、マグネットホック
又は、ボタン（2cm）筆記用具、裁縫道具一式、ものさし。

パッチワーク教室【全12回】
（第１火曜日と休館日を除く毎週火曜日）
パッチワーク教室【全12回】

（第１火曜日と休館日を除く毎週火曜日）
パッチワーク教室【全12回】

（第１火曜日と休館日を除く毎週火曜日）
日時／ 4月8日（火）～7月15日（火）
　　　13:00～16:00
場所／ 2階研修室　定員／ 12名（抽選）
参加費／ 1,500円
応募締切／ 3月25日（火）必着
持ってくるもの／
裁縫道具（まち針・縫い針等）・はさみ・縫い糸、30cm×40cm
位の布を1枚・20cm×25cm位の布を1枚・20cm×20cm
位の布を2種類（5cm×5cmが28枚でも可）

古布を利用したもの作り【全３回】〈さいとぴあで実施〉古布を利用したもの作り【全３回】〈さいとぴあで実施〉古布を利用したもの作り【全３回】〈さいとぴあで実施〉
日時／ 4月9日（水）、16日（水）、23日（水）10:00～12:00
内容／ 9日:干支の置物作り　16日:コサージュ作り
　　　23日:がまぐちコインケース作り
場所／さいとぴあ 会議室（西区西都2-1-1 JR「九大学研都市駅」前）
定員／ 10名（抽選）　参加費／無料　応募締切／ 3月28日（金）必着
持ってくるもの／裁縫道具一式

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。
〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043-2 
Fax 092-882-4580

3R実践講座の応募方法

参考：環境goo、認定NPO法人環境市民、ウィキペディア

グリーンコンシューマーの買い物
10の原則

出前講座


