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体験講座「古布でうちわ作り」「牛乳パックで風車」　
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　今年５月２３日、福岡市から北九州市までの広い範囲で、県内では約２年ぶりと
なる光化学オキシダント注意報が発表されました。
　光化学オキシダントとは自動車や工場、事業所から排出される大気汚染物質に、太陽
の紫外線が当たることで化学反応を起こし、生成されるものです。主な組成はオゾン。
光化学オキシダント濃度が高まり、空が白くモヤがかかったようになる現象を光化
学スモッグと呼び、目やのどの痛みなど、私たちの健康にも悪影響を及ぼします。
オゾンは温室効果ガスでもあるので、地球環境にとっても厄介な物質と言えます。
　光化学オキシダントが高濃度になり、気象条件により光化学スモッグが発生しやすい状況になると、その濃
度に応じて注意報や警報、重大警報が発令します。特に日差しの強い３月から８月にかけてはオキシダント
濃度が上昇しやすい時期。気温が高く、日差しが強い、風の弱い日は特に注意が必要です。
　光化学オキシダントは気体なので、PM２．５のような粒子状の物質と違い、マスクの効果は望めません。
ちなみに人は毎日平均１５，０００リットルの空気を吸っており、これは重さにするとおよそ１９キログラ
ム。約３日で自分の体重と同じくらいの空気を体内に吸い込んでいることになります。大きな工場が少ない
福岡市の主な排出源は自動車の排気ガスや冷房設備など。私たちも日頃からできるだけ電車やバスなどの公
共交通機関を利用する、冷房の使い過ぎを避けるなどの心がけを忘れないようにしましょう。

光化学オキシダント（光化学スモッグ）って何？

発生しやすい条件
 ●気温が高いとき
 ●風が弱いとき
 ●日差しが強いとき

注意報が発令されたら…
 ●屋外での長時間の激しい運動や外出はできるだけ避ける。
 ●屋内でも窓の開閉や換気は最小限にとどめる。
 ●自動車やバイクなどはできるだけ使わない。

こんな症状に注意
 ●目やのどに痛みを感じたら…きれいな水で目を洗ったり、うがいをしましょう。
 ●頭痛やめまい、息切れなどを感じたら…衣服をゆるめ、室内や日陰で休みましょう。
 ●手足のしびれ、けいれん、吐き気、激しい咳が起こったら…早めにお医者さんに相談しましょう。



もの作りをとおして楽しく環境について考えよう！

月令和元年 日7 15

参加費／５０円～５００円
※事前申し込み不要。先着順の受け付けとなりますので、お早めにご来館ください。

西部３Ｒステーション
10：00～15：00
※受け付けは14：30まで　※フリーマーケットは14：00まで
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月
祝 捨てればごみとなる不用なものを使って、エ

コで楽しいもの作りを体験しませんか。子ど
もに人気の工作や大人も楽しめる手芸等、環
境ボランティア団体によるアイデアいっぱい
のワークショップが大集合。夏休みの自由研
究のヒントも盛りだくさんです！家族や友人
と一緒に、もの作りを通して環境について考
えてみませんか。当日はフリーマーケットも同
時開催！パンや飲み物の販売もありますよ。 

ご来館の際は、マイバッグをご持参ください。

ワークショップ祭り
 2019Workshop festival

エフコープ生活協同組合

エフロクエフロクふくおか環境倶楽部

クロッカスクロッカス クロッカス

姪浜駅南エコクラブ姪浜駅南エコクラブ

エコファイブエコファイブベスタ

環境たくみの会

ゆりの会

ひなたぼっこ

あそびの館

山ぼうしの会

鉛筆のおがくずで作った粘土「もくねんさん」工作

タオル帽子、子ども用マスク廃材で作る竹とんぼ

傘布で作るエコバッグ 空き瓶とドライフラワーで作るミニハーバリウム

牛乳パックや古布で作るマイ手帳・小物入れ
傘布とペットボトルで作る人形

雑紙と端切れで作るエチケットケース
クラフトバンドで作るトンボのマグネット・ブレスレット

竹とダンボールでバンブーアート 古布と猪口で作る針山

ジーンズで作るブローチ

木の葉やクラフトバンド・PPバンドで作る昆虫

端切れで作るコサージュ傘アート パンや飲み物の販売もあります

フリーマーケット同時開催！



のぞいてみました！のぞいてみました！3 R 実 践 講 座

素足で履くと
汗を吸い取ってくれて気持ちいい

西村百合枝さんからのメッセージ
　いまはたくさんのモノがあふれていて、使い捨て
も当たり前のような時代ですが、捨てる前にぜひ
「何かに利用できないかな？」と考えてみてくださ
い。家の中に眠っている素材が使えるものに生まれ
変わる喜びや、日本ならではの「もったいない精神」を、布ぞうり作りを通
して若い世代の皆さんにもぜひ受け継いでほしいです。布ぞうりは家族
や友人、知人へのプレゼントにもぴったり。作り方を覚えて、ぜひいろい
ろな素材でチャレンジしてみてください。

　夏の素足に心地よい布ぞうりを手作りしてみませんか？

着なくなった洋服や浴衣地などをリメイクして作る「古布ぞうり作り」は、

毎回多くの応募がある３Ｒステーションの人気講座です。講師は環境ボラ

ンティア団体「わのわ」代表の西村百合枝さん。布ぞうり作りの講師として

１０年以上のキャリアを持ち、初心者でも作品完成まで丁寧に指導してく

れます。

　「素足で履くと汗を吸い取ってくれるので、すごく気持ちいい」「汚れた

らすぐに洗濯機で洗えるので、常に清潔に保てるのがうれしい」など受講

生のみなさんに大好評。衛生面や履き心地の良さだけでなく、左右対称に

ついた鼻緒が足のバランスを整えたり、足のアーチに合わせて曲がる適

度な弾力性や大きくしっかり

とした編み目が足裏全体を刺

激してくれるなど、健康面での

メリットも大きいと言われて

います。また、夏は綿やタオル

地、冬はウールやフリースな

ど、素材を変えれば一年を通

して快適に使用できるのも布

ぞうりの魅力。皆さんもぜひ

講座に参加して、布ぞうり生

活を始めてみませんか？

ただいま申込みを受付中!ただいま申込みを受付中!

講師／

※今回ご紹介した「古布ぞうり作り」講座を８月と１０月に実施します。８月の講座はただいま申込みを受け付け中です。

　応募締め切りは７月２０日（土）必着。詳細は本誌裏面の講座・イベント情報、または福岡市西部３ＲステーションHP、

　市政だより７月１５日号でご確認ください。なお応募者多数の場合は抽選となります。ご了承ください。



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？

食品トレイで
マグネットインテリア
　　 10：30～15：00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

身近なもので万華鏡

　　 10：30～15：00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

牛乳パックで風車

　　 10：30～15：00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

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

8月の「3R実践講座」

7 月 の 体 験 講 座！ すべて無料です！！

★体験講座の申込方法★ 電話、または西部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。

水曜日

木の枝フォトスタンド

　　 10：30～15：00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

つまみ細工の花飾り

　　 10：30～15：00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

古布でうちわ作り 夏季
限定

　　 10：30～15：00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

牛乳パックで紙すき体験

　　 10：30～15：00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

【応募方法】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、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。

夏の襟付きワンピース作り【全3回】古布ぞうり作り【全2回】

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ください。
場所／２階啓発コーナー　参加費／無料　事前申込／不要
●ふくおか環境倶楽部主催
日時／毎月第2・第4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

●ふくおか環境倶楽部主催
日時／毎月第４土曜日 １０：３０～１２：００
場所／２階啓発コーナー　　参加費／無料
事前申込／不要　※基材・テキスト購入可

生ごみ堆肥相談会
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。

10:00-17:00

月曜日
（衣類の持ち込みは16：00まで）

（休日の場合は開館し、次の平日休館）

福岡市西部３Rステーション 検索

公益財団法人 ふくおか環境財団編集・発行／ 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。

http://www.fukuoka-seibuplaza.com

姪浜・天神・博多方面より
西鉄バス「三陽高校前」バス停より徒歩約2分
西鉄バス「生の松原団地南」バス停より徒歩約5分
［西鉄バス情報］http://www.nishitetsu.jp/bus/

西部３R
ステーション

博多駅
天神方面姪浜駅

西鉄バス 地下鉄

西鉄バス

開館
時間

休館
日

092-882-3190 092-882-4580

福岡市西部３Rステーション
バ
ス
で

お
越
し
の
方

〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043番地の2

TEL FAX

博多湾

天神→
高崎交差点

福寿園 総合西市民
プール

西区役所

←前原

三陽高校バス停

生の松原
団地南
バス停

今宿IC

捨六町IC

国道202号線
バイパス
国道202号線
バイパス

下山門駅

姪浜駅
JR筑肥線

福岡市営
地下鉄

三陽高校 福重 JCT

202202

560560

西部３Rステーション

パッチワーク教室【全8回】
日時／令和元年８月６日（火）～９月２８日（土） 
　　　原則毎週火曜日 １３：００～１６：００ 
定員／１２名（抽選）　参加費／１，０００円　　　　　　
場所／２階研修室　応募締切／７月２４日（水）必着 
持ってくるもの／手提げバッグ表布：六角形用20cm×20cmを6種類、本体と持
ち手用110cm幅×50cm。しるし付け用の2B鉛筆または見えやすいチャコペン
等。60番手の手縫い糸、まち針、ほか裁縫道具一式、紙用・布用はさみ、筆記用具。 

衣類のリフォーム教室【全8回】
日時／令和元年８月７日（水）～９月２５日（水） 
　　　毎週水曜日 １３：００～１６：００
定員／１０名（抽選） 　参加費／８００円 　　　　　
場所／２階研修室　応募締切／７月２４日（水）必着  
持ってくるもの／リフォームしたい洋服や着物。型紙用紙
（模造紙など）、ものさし、紙用・布用はさみ、裁縫道具一
式、筆記用具。 

日時／令和元年８月２日（金）、９日（金）、１６日（金）
　　　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／７月２０日（土）必着

日時／令和元年８月１日（木）、８日（木）
　　　１３：００～１６：００
定員／１５名（抽選）　参加費／３００円　　　　　　
場所／２階研修室　応募締切／７月２０日（土）必着

持ってくるもの／浴衣や着物（絣など）1枚：ほどいて洗い、ア
イロンをかけておく。110cm幅×220cmの布でもよい。型
紙用紙、紙用・布用はさみ、定規、裁縫道具一式、筆記用具。

持ってくるもの／ぞうり用布（木綿がよい）5cm幅×30m
程度（継がずにご持参ください）。針、糸、布用はさみ、もの
さし、洗濯ばさみ6個、5本指の靴下。
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