
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

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？

2010.12月号
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／１２月１０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／１２月１日（水）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

たまごの殻で干支の置き物作り
日時／１２月１７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／１２月１０日（金）必着

３Ｒ物作り教室

ご利用
案内

ご利用
案内

Vol.57

西部３Ｒステーション

●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～ 11：30
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

今回は、江戸時代の農業について説明します。当時は農業が大変盛んであり、あらゆるものが肥料として
使用されていました。例えば、生ごみはもちろんのこと、使用後の紙や布巾などを焼却処分した後に出る灰
や人のし尿などを肥料として使用していました。中でも、人のし尿は当時「下肥(しもごえ)」と言われ、肥
料として必要な養分である窒素やリンという物質を多く含んでおり、肥料として引き取られるだけでな
く、金銭や野菜などと交換され、とても貴重なものとされていました。このような肥料を使って作られた農
作物を人間が食し、その後のし尿を再び肥料としていたので、現代の私たちが目指す循環システムが自然
に成り立っていたと言えます。一方、西洋では、し尿などを河川に流し、ごみを窓から直接捨てていたとい
う国もあったそうで当時の江戸の町を訪れた西洋人は江戸の町を見て、「大変人口が多く、大都市であるの
にとても美しい」と言って驚いたそうです。日本人の「もったいない」の精神が、自然に衛生的な町作りと循
環型システムを構築していたのです。
他にも、お米となる稲で言うと、お米として食べる籾の部分以外は捨ててしまうのではなく、それ以外の
藁は「わらじ(履き物)」や「縄」に、精米時に出る糠は「糠味噌」などに利用されて大切に使われていました。
使えるまで有効に使い、使えなくなったものでもごみとして出さないように工夫する点は、現代において
も見習うべきところです。
（参考文献 環境省「北斎風循環型社会之解説」平成20年７月、読売新聞朝刊 e-ライフ 平成18年5月10日）
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江戸時代のリサイクル事例③

番外編

３
Ｒ
古
き
よ
き
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｎ
！
シ
リ
ー
ズ
③

循環型農業

わ ら ぬ か

も み

ぬ か



衣類のリフォーム教室
 西部３Rステーションでは、家庭で着な

くなった着物や洋服を利用したリフォー
ム教室を開催しています。「水曜コース」
と「木曜コース」を設けており、それぞれ
全１２回の連続講座で、今回は平成２２
年度第４期受講者を募集します。
いろいろな作品作りを通
して、衣類の有効な利用
方法を学ぶことができま
す。みなさんのご応募を
お待ちしております！

日　　時／平成２３年１月～３月の毎週水曜または木曜日
　　　　　１３時～１６時　【全１２回】
定　　員／１０名（応募多数の場合抽選）
材 料 費／３００円
申込締切／１２月２５日（土）必着
持 参 物／裁縫道具・古布など

ハガキまたはＦＡＸに「衣類のリフォーム教室（水
曜または木曜）コース希望」と記入し、①住所②氏
名③年齢④電話番号を明記のうえ、西部３Ｒス
テーションまでお申し込みください。なお、応募多
数の場合は抽選になります。

申込
方法

受講者募集!受講者募集!

熱血熱血熱血熱血

１１月４日（木）に福岡銀行本店大ホールで、第４回
福岡市環境行動賞表彰式が行われました。福岡市環境
行動賞は、地球にやさしい都市の実現を目指し、福岡
市における環境の保全・創造に高い水準で貢献し、顕
著な功労・功績のあった個人・事業者・市民団体・
学校を表彰する制度です。先進的、斬新的及び継続性
に富んだ環境保全活動を実践している市民・団体及
び企業等を顕彰し、広く公表することにより、環境保
全に関する市民の関心がより一層深まり、活動の広が
りに寄与することを目的として、平成１９年に創設さ
れました。
その環境行動賞優秀賞（団体）に、西部３Ｒステー
ションを拠点に活動しているエコサークル・ベスタ
が選ばれました。分かりやすく、楽しく学べる３Ｒ講
座など多彩な催しを企画・開催しているエコサーク
ル・ベスタのみなさんにインタビューを行いました。
【西部３Ｒステーション（以下、西）】
　　　まずは、環境行動賞優秀賞受賞、おめでとうご

ざいます。
【エコサークル・ベスタ（以下、ベ）】
　　　ありがとうございます。日頃、褒められることの
なかなか無い主婦にとって、社会参加した活動が認
められたことはとても嬉しいです。メンバー全員こ
の５年間楽しく活動してきましたが、この受賞を
きっかけに、更に多くの人との出会いを期待し、主
婦目線の環境活動を続けていこうと思います。

【西】　どのような活動をしているのですか？
【ベ】　始めは西区役所の地域環境サポーター養成講

座で学んだ「ダンボールコンポスト」を地域に広
めたいと思い活動を始めたのですが、今は「か
えっこバザール」や「３Ｒ講座」、いとエコプロ
ジェクトが行う「絵本カーニバル」のお手伝い等
を行っています。

【西】　活動をしていてやりがいを感じるときはどん
なときですか？

【ベ】　それぞれの活動に共通して言えるのですが「い
い講座（イベント）だった。」とか「新しい気づきが
あった。」「環境のことをもっと考えてみます。」等
の感想をもらえたときです。

【西】　活動で大切にしていることは何ですか？
【ベ】　コミュニケーションです。ベスタのメンバー

内では当然のことですが、他団体と一緒に活動
することが多いので、他団体とのコミュニケー
ションを取ることを大切にしています。

【西】　今後の目標ややってみたい事は何ですか？
【ベ】　今行っている活動が多くの人に伝わったり、

多くの団体に広まって、更に広いネットワーク
ができたらいいなと思います。

　　　将来やってみたいことは、地元の西区泉地区
でベスタが主体となったサロンを定期的に開催
したいです。そのサロンに地域の主婦等が気軽に
参加できる雰囲気を作り、自然に環境のことを学
べる場を提供できればいいなと思っています。

【西】　現在の環境・ごみ問題についてどう思われますか？
【ベ】　以前と比べると、ごみ減量などについて知識

として知っている方は増えたと思いますが、環
境にやさしい行動を実践するとなるとやはり大
きな壁があるように感じます。現在の世の中は
とても便利なので、実践することが不便だった
り面倒だと感じることがあるかもしれません
が、子どもや孫の世代のことを考え、少しでも行
動を起こしてほしいと思います。

　　　そしてエコサークル・ベスタは主婦の団体で
すが、主婦は家庭において買い物などで様々な
商品の中から選択をすることができます。何を
選ぶのかは大切なことです。主婦が数ある商品
の中から環境負荷の少ないものを選ぶことに
よって、消費者の意志として伝わり、きっと企業
を動かすことができると思っています。

　　　その他、今の子どもたちには環境教育がしっ
かりされていて、未来は明るいと感じています。

【西】　くるくる便りをご覧の方へメッセージをお願
いします。

【ベ】　もっと多くの人に３Rステーションのことを
知って、活用してほしいと思います。そして、このく
るくる便りをご覧の方は環境に対する意識が高い
と思いますので、様々な講座やイベントに参加して、
環境活動への一歩を踏み出してほしいと思います。

第４回福岡市環境行動賞 優秀賞（団体）受賞
エコサークル・ベスタのみなさんへインタビュー
第４回福岡市環境行動賞 優秀賞（団体）受賞

エコサークル・ベスタのみなさんへインタビュー

ボランティア活動ボランティア活動ボランティア活動ボランティア活動年末年始 休館日のお知らせ年末年始 休館日のお知らせ年末年始 休館日のお知らせ年末年始 休館日のお知らせ
西部３Ｒステーション・ミニ３Rステーション は

平成22年12月27日（月）から平成23年１月３日（月）まで休館します。
なお、新年は１月４日より開館します。

エコサークル・ベスタのみなさん 環境行動賞表彰式の様子 環境行動賞優秀賞（団体）表彰の様子

【衣類のリフォーム教室（木曜コース）】
着用しなくなった衣類を新たにリフォームする教室は、毎回大変多くの方にご応募い
ただいております。どんな教室だろう？と興味を持っていらっしゃる方も多いのでは
ないでしょうか。そこで、実際に衣類のリフォーム教室受講生に感想を伺いました。

vol.1♪ 講座におじゃまします♪♪ 講座におじゃまします♪

着物を使って
作られたブラウス

ベストを作り終えて、今はチュニックを作って
います。次はお揃いのジャケットと帽子を作る
予定です。早く終わった人は、小物まで作る予
定です。チュニックの完成予定日が近づいてお
り、受講者の皆さんは急ぎ足で作業をされてい
ますね。でも、皆さんとお話しながら、楽しく作
業しています。参加してみてはどうですか？

以前も参加して、今回が二回目で
す。前回参加した時の未完成作品
がありましたので、今回その続き
を教えていただきたく、参加しま
した。前回受講した時にとても楽
しかったという思いが残っていた
ことも、また受講したくなった理
由の一つです。

家に母の着物がたくさんあり、着物を着る機
会が少なくなった今、母の大切にしていた着
物を何とかして受け継ぎたかったので、参加
しました。全く着ることがなかったもので
も、自分で手を加えることで、おしゃれな洋
服に生まれ変わることの楽しさを知り、大切
に身につけています。

とても楽しいです！やっと慣れてきた頃に終わりなの
で、もう少し回数を増やしてほしいです。教室でお友達
もできました。先生も優しく、たくさんのことを教えて
くださるので、とても勉強になることが多いです。

私は洋裁が初心者なのですが、娘に勧められて申
込みしました。できるか心配でしたが、初心者の私
にも丁寧に教えてくださいますので、少しずつで
すが、上達していくと実感でき、楽しく参加させて
もらっています。他の受講生の方とお話しもでき、
毎週ここに来るのがとても楽しみになりました。

同じ作品でもそれぞれの着丈や好み、また素材の生
地によって縫い方を変える方法を教えていただい
ています。経験豊富な先生は、どんな悩みにも応え
てくださり、誰にでもとても分かりやすく教えてく
ださいます。先生にまだ教えていただきたいことが
たくさんありますので、ぜひまた受講したいです。
また、「自分で作った！」というのが嬉しくて、ベス
トが完成した時には周囲の人に自慢しました！

講 師
吉田順子さん

受講者

受講者

受講者
受講者

受講者
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