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新しい発想で

花菖蒲（大浦宗則さん撮影）
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アップサイクル

してみませんか？

さまざまな分野で環境に配慮した動きが広まっていますが、まだまだ私たちの周りでは新しい商品が次々と生産
され、古いものがどんどん捨てられています。
そのようななか、注目を集めているのがリユースやリサイクルとも違う アップサイクル という方法です。アッ
プサイクルとは英語ではアップサイクリング（Upcycling）。リユース（Reuse）はそのままの形で再使用すること、
リサイクル（Recycle）は素材を原料化して再利用することですが、アップサイクルは廃材や使わなくなったもの
の素材はそのままに、新しい発想やデザインの力を借りることで、より価値の高い製品に生まれ変わらせることです。
こうしたアップサイクルの動きは、トラックの幌布で作ったバッグで知られるスイスの「フライターグ」やお菓
子のプラスチック製パッケージで作った傘やリュックを販売するアメリカの「テラサイクル」に代表される欧米の
企業によってリードされ、いまでは世界的なファッションブランドが再生繊維だけを使った服や、洋服を作ったと
きに残る生地をアップサイクルして開発したコレクションを発表するなど、世界中に広がっています。
日本でも消防ホースや首都高速の横断幕を再利用したバッグ、車のシートベルトの素材で作った蝶ネクタイなど
が販売され、主にファッションや生活雑貨の分野で、徐々に注目されるようになってきました。
実は西部３Rステーションで行っている「衣類のリフォーム教室」や「パッチワーク教室」をはじめとした３R実
践講座もアップサイクルのひとつ。古い着物や着られなくなった洋服の生地を利用して、ワンピースやチュニック
を作ったり、着古したジーンズやズボンをバッグに、古いかごや空き箱を一閑張の手法でよりお洒落な手提げや小
物入れに生まれ変わらせたり。愛着はあるけれど、古びて使えなくなったものが、アイデアと手間をかけることで、
また新しい命を吹き込まれ、世界でたった一つのオリジナルの品となるのです。
個人で楽しむハンドメイドから、世界的なファッションブランドのコレクションまで、いまや世界中で注目され
ている アップサイクル 。あなたも思い出のある服や小物を処分する前に、ちょっと知恵を絞ってみませんか？

古いかごと帯を利用した一閑張の手提げ

ジーンズからショルダーバッグ

着物からベスト

３Ｒステーションの体験講座

つまみ細工の花飾り

２階多目的ホールで
無料体験ができます！

「つまみ細工」は江戸時代から伝わる日本の伝統工芸で、小さな正方形に切った薄絹をつまんで
折りたたみ、組み合わせによって花や鳥などの形をつくる技法です。和装の髪飾りなどが一般的
ですが、最近では洋服にも合うブローチやヘアピンなど、さまざまな作品が作られており、静か
なブームを呼んでいます。
３Ｒステーションでは、古布を利用したつまみ細工のストラップ、ブローチ、ヘアピンのいず
れかを無料で体験できます。作り方のコツを覚えたら、ご家庭にあるハギレを利用して、オリジ
ナルの髪飾りにチャレンジしてはいかがですか。

①正方形の布をピンセットで
折りたたむ

②糊をつけ、花びらの形を作る

布を変えると雰囲気が一変

③土台に花びらを置く

④中心に飾りをつけて完成

この技法を組み合わせることで
華やかな髪飾りやコサージュが作れます

※体験講座の詳細は最終ページをご覧ください。

「クライ・ムキのお直しの本」クライ・ムキ 著
「一番やさしいつくろい＆お直しの教科書」鵜飼睦子
お気に入りの洋服は少しでも長く、大切に着たいもの。体型の変化でサイ
ズが合わなくなったり、裾がほつれた、穴があいた等のトラブルが起こって
も、繕いやお直しをすれば、まだまだ着られる服も多いはずです。
この２冊にはミシンを使わず、手縫いでできるお直しがたくさん紹介され
ています。しかも裁縫の基本や道具についての説明、トラブルに応じた繕い
やお直しの仕方が、写真やイラストで細かく解説されているので、裁縫が苦
手な方やミシンを持っていない方でも手軽にチャレンジできます。
洋服も簡単に使い捨てるのではなく、繕いやお直しを習慣づけることで、
次の世代にも物を大切にする心を引き継いでいきたいものです。

著

ひょうたん池をきれいな花と地域住民の笑顔でいっぱいに
泉東町内会ひょうたん池花壇愛護同好会
（ひょうたん池花クラブ）
福岡市西区泉の住宅街にある中牟田池。その形から地域の人々
に「ひょうたん池」の愛称で親しまれている農業用の小さなた
め池です。平成16年、福岡市により一帯が親水公園として整備
されて以来、樹木や花など公園全体の管理をしているのが、泉
東町内会ひょうたん池花壇愛護同好会（通称：ひょうたん池花
クラブ）の皆さん。 ひょうたん池を訪れる人々の心が和むよう、
四季折々の花を咲かせよう を合言葉に、一年を通じて休みな
く手入れを行っています。今回はその世話役として公園化当初
から携わっている松本隆さんにお話を伺いました。

世話役の松本隆さん

Ｑ．「ひょうたん池花クラブ」結成のきっかけは何ですか。
A． 以前のひょうたん池は荒れ放題で、人が近寄れない場所でしたが、
親水公園として整備していただいたことがきっかけで、地元の泉東町
内会が管理を引き受けようと同好会を立ち上げました。整備が終わっ
た平成16年に発足し、現在メンバーは40代から80代まで15人。主
に公園内の樹木や花の手入れを行っています。

活発な意見が交わされる定例会

Ｑ．毎年5月に行われている「ひょうたん池まつり」についてお聞かせください。
A． 地域の人たちの憩いの場としてもっと「ひょうたん池」を利用して
ほしいとの思いで、平成19年に始め、今年で11年目を迎えます。最
初は素人だけでどこまでできるのか不安でしたが、回を重ねるごとに
地域に浸透していき、いろいろなご縁で参加してくださる団体も増え
てきました。いまでは住民の意識の中にもすっかり定着し、子どもた
ちも毎年心待ちにしてくれています。今年のテーマは「親子で作って
楽しむ」。ワークショップを充実させたいですね。お金をかけるので
はなく自分たちのできる範囲でやることに意味があると思います。

季節の花がいっぱいの中で開かれる
ひょうたん池まつり

Ｑ．町内に住む独居高齢者を対象にした「せんだん ふれあい会」と
いう活動もされていますね。
A． 外に出ることや人と話す機会の少ない独り暮らしの高齢者をひょう
たん池にお誘いし、花々に囲まれた自然の中で楽しいひとときを過ご
してもらおうと、平成22年から始めました。公園入口にあるせんだ
んの木の下でお茶を飲みながらおしゃべりしたり、簡単な体操をした
り。寒い冬と８月を除く年８回ほど計画しています。

Ｑ．松本さんにとって、
花クラブの活動はどういうものですか？
A． とてもやりがいを感じています。仲間たちと
意見交換をすることで、同じ目的を共有でき、
それがエネルギーとなって日頃の花クラブの活
動に活きていますね。今後の課題は私たちの活
動を次の世代につないでいくこと。ひょうたん
池がこれからもいい環境を保ち続けられるよ
う、仲間たちと頑張りたいと思います。

第１１回

地域の独居高齢者の憩いの場
せんだんふれあい会

ひょうたん池まつり

日時：平成２９年５月１３日（土） １０：００〜１３：００
※雨天の場合は翌１４日（日）に順延。
場所：ひょうたん池（西区泉２丁目５）
主催：ひょうたん池花壇愛護同好会（ひょうたん池花クラブ）
エコ推進クラブ「ベスタ」

主な内容
花き・野菜苗の販売、親子で楽しむワークショップ、
バザー、飲食コーナー、お祭り広場（太鼓・ダンス等）ほか。

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、３Ｒ実践講座や各種体験講座を開催しています。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。

６月の「３Ｒ 実 践講 座」
共布リボン付き五分袖ブラウス パッチワークでポーチ作り

古布でお地蔵様の置物

日時／平成２９年６月１日㈭、８日㈭、１５日㈭
１３：００〜１６：００
定員／１５名（抽選）
参加費／５００円
場所／２階研修室
応募締切／５月２３日㈫必着

日時／平成２９年６月２１日㈬・２８日㈬
１３：００〜１６：００
定員／１５名（抽選）
参加費／５００円
場所／２階学習室
応募締切／６月８日㈭必着

持ってくるもの／
薄地の着物一枚
（綿生地や浴衣を利用しても可）。
服地の場合は
108㎝幅×200㎝程度。
薄地用の接着芯15㎝程度。
ボタン1個（直径1〜1.5㎝）、
ものさし
（50㎝以上）、
メジャー、紙用・布用はさみ、
裁縫道具一式、型紙用紙、
筆記用具。

日時／平成２９年６月９日㈮、１６日㈮、２３日㈮
１３：００〜１６：００
定員／１５名（抽選）
参加費／５００円
場所／２階研修室
応募締切／５月２３日㈫必着

持ってくるもの／
針、糸（白・黒・赤など）、
紙用・布用はさみ、
定規など裁縫道具一式。
ボンド、竹串または、
つまようじ
（ボンド用）、
持ってくるもの／
ピンセット、
表布（約50㎝×60㎝）1枚、裏布（約40㎝×30㎝）1枚、
化繊綿
はぎれ布（約20㎝×20㎝）4〜5枚、ファスナー（25㎝）1本、 （顔部分に使用：１０ｇ程度）、
裁縫道具一式、型紙用紙、紙用・布用はさみ、筆記用具。
洗濯ばさみ６〜７個、おしぼり。

はがき、ＦＡＸ、または西部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、

【応募方法】 ご応募ください。抽選の上、当選者のみはがきで詳細をご案内いたします。

体験講座！
つまみ細工の花飾り
毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

お花のメモスタンド

毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

ecoでおしゃれな
マグネットインテリア
毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

廃材で作る
動物スタンプセット

毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

トイレットペーパーの
芯でふわふわウサギ
毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

★体験講座の申込方法★

すべて無料です！
！

牛乳パックで紙すき体験
毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】
随時

ハーブ入り リサイクル
せっけん作り
水曜日 10:30〜11:30
【定員】
10名／日
(先着順)
【申込】
希望日の
３日前まで

電話、又は西部３Ｒステーションの２階受付で直接お申込みいただくか、

①体験内容②住所③氏名④年齢⑤電話番号を明記のうえ、ＦＡＸにて下記あてにお申込みください。

生ごみ堆肥相談会
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
場 所：２Ｆ啓発コーナー

ダンボールコンポスト講習会
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。ご家庭で使いみちの無い
堆肥は引き取り、新しいコンポスト基材と無料で交換いたします。まずはご相談ください。

●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 場所：２Ｆ啓発コーナー
博多湾

西 部 3Rス テ ーション ご利用案 内

←前原

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）
Ｔ Ｅ Ｌ：092-882-3190
FAX：092-882-4580
［ウェブサイト］ http://www.fukuoka-seibuplaza.com

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！

編集・発行
お問い合せ

牛乳パックで
メモ＆フォトブック

公益財団法人 ふくおか環境財団
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

天神→

生の松原バス停

今宿駅
今宿IC

JR 筑肥線
生の松原団地

高崎交差点

捨六町IC
三陽高校

三陽高校バス停

国道202号線バイパス

福寿園

総合
西市民
プール

西部3Rステーション
●西鉄バス「三陽高校前」より徒歩約2分
この印刷物は自然環境保護の
ために再生紙を使用し、植物油
インキで印刷しています。

