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謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
旧年中は西部 3R ステーションをご利用いた
だき、
誠にありがとうございました。
今年もより多くの皆さまに当施設をご利用
いただけますよう、魅力的な講座やイベント
の開催など、より良い施設運営に務めてまい
ります。
皆さまのご来館を心よりお待ち申し上げます。
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古布で鏡餅の置物（石橋基子さん作品）

地球からの SOS! 救えるのは今を生きる私たちです

まずは毎日の暮らしの中の
“節電”から始めましょう
昨年末、フランス・パリにおいて国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議（COP21）が開かれ、全世界共通の
課題である地球温暖化防止のための方策が議論されたのは、記憶に新しいところです。近年、世界各地を襲うゲリラ豪
雨や熱波などの気候変動や大気汚染。そんな地球からのSOSに私たち一人ひとりが一刻も早く向き合い、行動するこ
とが未来に生きる子どもたちに美しい地球を残すための責務です。
日本の家庭のCO2（二酸化炭素）排出量の約半分は電気から。地球温暖化を食い止めるためのスイッチはあなたの家
の中にあります。まずは家庭での節電から始めましょう。

冷蔵庫
で節電

照明器具
で節電

エアコン
で節電

扉の開閉が多いと冷気がどんどん逃げてしまいます。冷気の流れを悪くする「物の
詰め込み過ぎ」にも要注意。熱い物は十分冷ましてから入れましょう。冷蔵庫の温度、
夏は「中」
、冬は「弱」など季節に応じた温度設定を心がけること。設定温度を「強→中」
にした場合、年間で約25.5kgの CO2 削減ができます。冷蔵庫の周りは 5 ㎝以上の隙間
を開ける、傷んだパッキンは早めに取りかえるなども大きな節電につながります。

人のいない部屋の照明は消しましょう。ランプやかさの汚れは明るさを半減させま
す。特に油汚れが付きやすいキッチンなどはこまめにお手入れを。白熱電球を利用して
いる場合は、できるだけ消費電力の少ない電球型蛍光灯などに買い替えるのがおすすめ。
１日１時間、点灯時間を減らすと、白熱電球（54Ｗ）で年間約8.1kg、蛍光ランプ
（4.38Ｗ）で1.8kgのCO2 削減ができます。

外出するときには日中でもカーテンを閉めておくと、窓からの熱の出入りを防いで
くれるため冷暖房の効果がアップします。室外機の吹き出し口に物を置いたり、ほこり
で目詰まりしたフィルターは電気の無駄遣いの原因に。冬の暖房時は 20℃、夏の冷房
時は28℃を目安に温度設定を適温に保ちましょう。この適正温度で１日１時間使用時
間を減らした場合、冷房で年間約7.8kg、暖房で約16.8kgのCO2 削減ができます。
参考資料：環境省 HP 家庭でできる節電アクション

エコについて楽しみながら学べるイベント

「エコフェスタ２０１５」を開催しました！
11 月 23 日（祝・月）、西部 3R ステーション恒例の環境啓発イベント「エコフェスタ 2015」を開催し
ました。このイベントは市民の皆さんにごみ減量や 3R について、楽しみながら気軽に学んでもらおう
というもの。
西区を中心に活動している環境ボランティア団体「環境たくみの会」をはじめとした協賛者の皆さん
と協働で、ワークショップやステージイベント、ゲーム、かえっこバザール、飲食コーナーや野菜の販
売、フリーマーケットなど、バラエティに富んだ催しを行い、たくさんの来場者で賑わいました。
来場者からは「エコについていろいろ考えさせられました。子どもたちにも 3R の大切さが伝わり、と
てもいいイベントだと思います」
「いろいろなもの作りを体験できて楽しかった」など、うれしい感想を
いただきました。

廃油を使ったハーブせっけん作り

廃材を使ったもの作りには
子どもたちのアイデアと工夫がいっぱい

子どもたちのかわいいフラダンスショー
古布をリフォームして作った髪飾りをつけて

環境クイズ、いくつ答えられるかな？

思い出の服や着物で手作りしたリフォームファッションショー

旬 の野菜 をまるごと食べよう!
りんご

part.5

りんご
さつまいも

さつまいも

秋から冬に旬を迎えるりんご。果肉に多く含まれるクエン酸やリンゴ酸など
の有機酸には胃腸の働きを活発にし、疲労回復や新陳代謝を促す効果がありま
す。さらにりんごの皮にはポリフェノールがいっぱい。ポリフェノールの効能で
ある抗酸化作用はがんや生活習慣病、老化の原因とされる活性酸素を取り除い
てくれる働きがあると言われています。
りんごは下の方まで赤くなっているものが熟れている証し。ずっしりと重み
があり、香りの強い物を選びましょう。
生のさつまいもを切ると断面から白いミルク状の液体がにじみだしてきま
す。その正体はヤラピンと呼ばれる成分で、古くから緩下剤 ( かんげざい ) の効果
があることで知られています。さつまいもは食物繊維も効率よく摂取できるの
で、ヤラピンとの相乗効果で便秘の改善も期待できます。紫品種にはポリフェ
ノールの一種であるアントシアニン、安納芋にはカロテンが含まれており、いず
れも活性酸素を抑制する効果があります。

りんごとさつまいもの甘煮
材

料

作り方

さつまいも
干しぶどう

大１個
適量

りんご ２個
砂糖 大さじ３～５

レモン

１ / ２個

①さつまいもはいちょう切りにして水にさらし、あく抜きをしておく。
②りんごはいちょう切りにしてレモン汁をかけておく。
③圧手の鍋にりんご、さつまいもの順で交互に重ね、間に干しぶどうを混ぜる。
④上から砂糖を好みの量かける。
⑤中火にかけ、全体が柔らかくなったら出来上がり。
※ヨーグルトのトッピングや、パイの具材としてもおすすめです。

ベスタの楽エコ料理塾より

“捨てればごみ”もアイデア次第で
素敵な小物に変身 ３R 実践講座講師

大貫 弘子 さん

いつも思いがけないアイデアで、廃材をかわいい小物に生まれ変わらせて
くれる大貫弘子さん。福岡市の環境教育学習講師として活躍され、西部３ R
ステーションでも開館当初から３ R 実践講座の講師を務めていただいていま
す。一回の講座で手軽に作れる作品の提案は受講生の皆さんにも大人気。そ
んな大貫さんにもの作りへの思いを伺いました。
Ｑ．廃材を使った小物作りを始められたきっかけを教えてください。
Ａ．平成７年に福岡市の環境局が行った西部リサイクルプラザ（３ R ステーショ
ン）の講師募集に応募したのがきっかけです。捨てればごみになってしま
うものを使って、日本古来の伝承遊びを表現し、子どもからお年寄りまで
幅広い世代に楽しんでほしいとの思いで、これまで３ R ステーションをは
じめ市民センターや公民館、小学校などで講習会を行ってきました。
Ｑ．廃材を使った小物作りのどんなところに魅力を感じますか？
Ａ．まず、材料費がかからないこと。ペットボトルのふたやお菓子の空き箱、
古布、卵の殻など、工夫次第でどんなものも材料になるんです。私の子ど 古いテニスボールを使った
干支の置物
も時代は戦時中だったので、何でも捨てる前に「これは何かに使えないか
な」と考える癖が自然と身についているみたいです。
「足りぬ足りぬは工夫が足りぬ」と言われて育ち
ましたからね。それに創造力。材料が買ったものじゃないから作る人によって個性が生まれるでしょう。
しかもお金がかかっていないから気軽にプレゼントできるし、もらった人も「これペットボトルで出
来てるの ?!」という意外性に驚いたり喜んだりしてくれる。そういうのがとても楽しいんです。
Ｑ．講習される際に心がけていることはありますか？
Ａ．受講生の皆さんには作り上げる喜びを味わっていただき
たいので、できるだけ一回の講座で完成させて持ち帰っ
てもらえるよう心がけています。その日に出来上がって
持って帰れるってうれしいでしょう。そのうれしそうな
顔を見るのが私の一番の喜びです。だから２時間くらい
で出来上がるように、私も頑張って材料の下ごしらえを
しています。

環境フェスティバル 2015 での講習

ペットボトルなど廃材を利用した小物

Ｑ．最後にくるくる便りの読者へメッセージをお願いします。
Ａ．日本はもの作りで発展した国でしょう。今の子どもたち
の遊びの中心はコンピュータゲームだけど、子どもたち
にはぜひ自分で考え、工夫してものを作る楽しさを知っ
てほしいです。
インタビューを終えて
これまでに大貫さんが教えた生徒は述べ 1000 人を超え、
中には 20 年以上続いている方もおられるとか。豊富なアイ
デアと工夫を凝らした作品はもちろん、いつも明るく元気な
笑顔も多くの生徒さんを惹きつける魅力です。これからも、
手仕事の魅力を多くの方に伝えていただきたいですね。

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、各種講座や体験コーナー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？

3R実践講座
• 着物でパンツ２種【全４回】

• 袖付きの貝ひなさま

• 古布ぞうり作り【全 2 回】

日時／平成 28 年 2 月4日
（木）
、
11日
（木）
、
18 日
（木）
、
25日
（木）
13:00～16:00
場所／研修室 定員／ 15 名
（抽選）
参加費／ 500 円
応募締切／１月23日( 土 ) 必着
持ってくるもの／着物
2 種 類（ほどいて洗っ
たもの）
、
または 90 ㎝
～110 ㎝ 幅 の 布 2ｍ
10 ㎝と１ｍ70 ㎝ の 2
種類。
3㎝幅のゴム
（ウ
エスト寸法の２倍）
、
は
さみ（布 用と 紙 用）裁
縫 道 具 一 式、型 紙 用
紙、筆記用具、定規、メ
ジャー

日時／平成 28 年２月５日
（金）
13:00～16:00
場所／研修室
定員／ 15 名
（抽選）
参加費／ 300 円
応募締切／１月23日( 土 ) 必着
持ってくるもの／洗濯ばさみ 2 個

日時／平成 28 年 2 月12日
（金）
、
19 日
（金）
13:00～16:00
場所／研修室
参加費／200円 定員／15名
（抽選）
応募締切／１月26日( 火 ) 必着
持ってくるもの／針、糸、はさみ、もの
さし、
洗濯ばさみ６個、
５本指の靴下

• 帯で斜め掛け
ショルダーバッグ【全 3 回】

日時／平成 28 年 2 月10 日
（水）
、
17日
（水）
、
24日
（水）
13:00～16:00
定員／ 15 名
（抽選） 参加費／ 500 円
応募締切／１月26日( 火 ) 必着
持ってくるもの／帯１本
（ほどいたもの）
、
ファスナー 12 ㎝×２
本
（カットできる12 ㎝
以上のファスナー２本
でも よい）
、マジック
テ ープ、裏 布×１ｍ程
度（綿ブロードくらい
の厚み）
、はさみ（布用
と紙用）
、筆記用具、も
のさし、型 紙 用 紙、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。

応募方法

体 験 コ ー ナー！
トイレットペーパーの芯で
クラフト工作
毎日 10:30～15:00
のうち、30分程度
【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

卵パックで
バラのリース作り
毎日 10:30～15:00
のうち、30分程度
【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

革や布を使った
ストラップ作り

ボタン ｄｅ スタンプ作り

毎日 10:30～15:00
のうち、30分程度
【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

裂き織り体験！コースター作り

毎日 10:30～15:00
のうち、30分程度
【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

牛乳パックで紙すき体験
毎日 10:30～15:00
のうち、30分程度
【定員】6名/日（先着順）
【申込】前日まで

すべて無料です

毎週開催

毎日 10:30～15:00
のうち、60分程度
【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

卵パックでお花の壁飾り作り ハーブ入り“リサイクル”せっけん作り
毎日 10:30～15:00
のうち、30分程度
【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

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、FAX又は西部３Rステーションの２階受付で

【体験コーナーの申込方法】 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、お申込みください。
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

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

●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

西部3Rステーション ご利用案内
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）
TEL：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 公益財団法人 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 1043－2 TEL：882－3190 FAX：882－4580
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JR 筑肥線

生の松原団地

天神→

高崎交差点

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
●

●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、大豆油
インキで印刷しています。

