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　8月11日は『山の日』。山に親しみ、その恩恵に感謝する日です。森林は私たちに気分転換ややすらぎの場

を与えてくれるだけでなく、すべての生物の暮らしに欠かせない多種多様な機能を持っています。しかしそ

の一方で、農地等への土地利用の転換や自然回復力に配慮しない焼き畑農業、燃料用木材の過剰摂取、違法伐

採などによる森林破壊が世界中で深刻化しています。今回は『山の日』にちなんで、森林の役割を知り、私た

ちが森林を守るためにいま何ができるかを考えてみましょう。

　8月11日は『山の日』。山に親しみ、その恩恵に感謝する日です。森林は私たちに気分転換ややすらぎの場

を与えてくれるだけでなく、すべての生物の暮らしに欠かせない多種多様な機能を持っています。しかしそ

の一方で、農地等への土地利用の転換や自然回復力に配慮しない焼き畑農業、燃料用木材の過剰摂取、違法伐

採などによる森林破壊が世界中で深刻化しています。今回は『山の日』にちなんで、森林の役割を知り、私た

ちが森林を守るためにいま何ができるかを考えてみましょう。

森林の役割を知り、森を守ろう！森林の役割を知り、森を守ろう！

森林のさまざまな役割

森林を守るために私たちができること

生きものの棲みかとなる
すみ

地球温暖化を防ぐ 水を貯え、水をきれいにする

山崩れを防ぎ、土壌を保全する 快適な都市環境を作る 木材を育てる

　森林は樹木や草などの植物、菌類、土の中
の微生物や昆虫、鳥、爬虫類、哺乳類など、さ
まざまな生物の生息の場となっています。
森林が破壊され、砂漠化が進めば、このよう
な生態系や生物種、遺伝子を守ることができ
ません。

　森林は光合成によって地球温暖化の原因
となっている二酸化炭素（CO2）を吸収し、
酸素を放出します。さらに炭素を有機物と
して幹や枝などに貯えて成長し、地球上の炭
素循環に大きな役割を果たしています。

　森林の土にはスポンジのような隙間がた
くさんあります。その隙間に雨水を貯え、河
川に流れ込む水量を平準化して、洪水を緩和
します。森林が「緑のダム」と呼ばれるのは
そのためです。また、森林の土壌が雨水をろ
過し、水をきれいにします。

　森林では樹木や草が地面を覆い、その根が
しっかりと土壌を押さえているため、土砂崩
れ（山崩れ）などを防いでくれます。また、
落ち葉が土壌に養分を与え、河川を通じて海
へ栄養を供給しています。

　森林は植物の蒸発散作用により、気温の上
昇を抑えてくれます。また木立が騒音や風
を遮り、快適な環境を形成します。海辺では
海からの強風や飛砂、塩害から田畑や家を守
ります。

　森林は住宅用建材や
紙製品など、さまざまな
工業製品の原料となる
木材を育てています。

古紙（新聞紙・段ボール・雑がみ）は
捨てずにリサイクルする。

過剰包装は断る。

再生紙や間伐紙を使うなど、リサイクル品の利用を心掛ける。

マイ箸や水筒を持ち歩き、割りばしや紙コップの使用を減らす。

たくわ



　私たちが暮らす地球にはたくさんの生きものが棲んでいます。海や川、砂漠やジャングル、そして街なかにも、小さな昆

虫からゾウやキリン、クジラなどの大きなものまで、その数や種類は数えきれないほどです。しかしそれらの生きものの中

には、私たち人間の影響により、すでに自然界で絶滅したもの、絶滅が危惧されているものが少なくありません。この本を

読めば、そんな生きものたちの現実と、その生きものを守るために働く、動物園や水族館の人たちの思いや役割を知ること

ができます。この本をきっかけに、お子さんと動物たちや自然環境についていっしょに考えてみませんか。

滅びゆく動物図鑑
絶滅から救え！日本の動物園＆水族館
①棲む場所を追われる動物たち
②乱獲でいなくなる動物たち
③外来種・環境汚染のためにいなくなる動物たち

　　　　　（公社）日本動物園水族館協会　監修

貸出図書コーナーより 今月のおすすめ図書

親子講座「海辺の自然探検隊」参加者
募集！

海岸に打ち上げられた漂着物を拾い集めながら、
身近な海辺を観察し、
親子で自然環境について考えてみませんか！

　皆さんは博多湾にどんな生きものが棲ん
でいるか知っていますか？いつも何気なく
見ている海の中には、いったいどんな世界が
広がっているのでしょうか。
　近年、マイクロプラスチックによる海洋汚
染の深刻な現状が、世界中で問題となってい
ます。きれいな海を次世代に残すためには、
子どもたち自身が身近な海の自然にふれ、そ
の豊かさや重要性を実感することが何より
大切です。今回の親子講座では、西区今津の
大原海水浴場の海岸を探検し、漂着物を拾い
集めながら、海辺の自然を観察し、自然環境
について学び、考えるきっかけを作ります。
探検が終わったら、海辺で拾った漂着物の
お宝自慢や色とりどりの廃ガラスを使った
工作にもチャレンジ。この機会に
親子そろってぜひご参加
ください！

応募方法

講 師

準備するもの

令和元年９月１４日（土）
１０：００～１３：３０
※小雨決行

西部（中田）埋め立て場  研修室
福岡市西区今津４４３９

一般社団法人  ふくおかＦＵＮ

日 時

定 員 小学生と保護者１０組（２０名程度）

参加料 無料

応募締切 令和元年８月３０日（金）必着

水筒、タオル、帽子、筆記用具、
雨具（雨天の場合）

場 所

※汚れてもよい服装（長袖、長ズボン、運動靴）でご参加ください。

はがき、FAX、または西部３Ｒステーション２階受付
で、「海辺の自然探検隊」とご記入のうえ、①住所②氏名
③年齢④電話番号を明記してお申し込みください。
※応募者多数の場合は抽選のうえ、当選者のみはがきで
詳細をご案内いたします。



　動きやすく着心地のいい作務衣（さむえ）を、毎

日のくつろぎ着に取り入れてみませんか？

作務衣とは本来、禅宗の僧侶が掃除やまき割り、畑

仕事など日々の雑事（作務）を行うときに着用する

衣服のこと。その着やすさや動きやすさから、日常

着として愛用する人も多いようです。また前あきで

着脱が楽なことから、高齢者等の介護服としても

注目されています。

　西部３Ｒステーションでは着物から作務衣上下

セットを作る講座を年２回実施しています。講師は

瀧田龍子さんと宮川智美さん。お二人の細やかな

指導には定評があり、「初心者ですが、用語から縫

い方までひとつひとつ丁寧に教えていただきまし

た。裏付きなので冬も暖かく過ごせそうです」

「ずっと作務衣の作り方を習いたかったので、講座

があると知ってすぐに飛びつきました。きれいに

仕上がって大満足。みんなに自慢したいと思いま

す」「お気に入りだった着物で作務衣を作れたこと

がとてもうれしい。次は家族の分も作りたいです」

など、毎回受講生の皆さんから、多くの喜びの声が

聞かれます。作務衣作りに興味のある方は、ぜひ受

講されてみませんか。

※今回ご紹介した「着物で作務衣（上下・裏付き）作り」講座【全

４回】を９月に実施します。ご希望の方は裏面の講座情報で詳細

をご確認のうえ、締め切り日までにご応募ください。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。

ただいま申込みを受付中!ただいま申込みを受付中!

のぞいてみました！のぞいてみました！3 R 実 践 講 座
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▲講師の瀧田龍子さん、宮川智美さんの作品

瀧田龍子さん・宮川智美さんからの
メッセージ

（左）瀧田龍子さん・（右）宮川智美さん

講師／

　作務衣は男女問わず、一年中着られるので、
日常着としてとても重宝します。着物一枚分の
生地を無駄なく使って上下セットが作れますし、
襟の部分以外は直線縫いなので、初心者の方
でもチャレンジしやすいと思います。家族みんな
の部屋着として、また介護の必要なお年寄りや
入院中の方への贈り物にも最適。一度作り方を
覚えておけば、きっと役に立ちます。夏は綿や麻
で、冬はウールや厚手の綿に裏地を付けるなど、
いろいろな素材
の着物や浴衣で
２着、３着と作っ
ていただけるとう
れしいですね。



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、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？

ダンボールコンポスト講習会

●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

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。

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

日時／毎月第２金曜日
　　　１０：３０～１４：００

●NPO法人循環生活研究所主催

生ごみ堆肥相談会

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

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

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

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

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

9月の「3R実践講座」

8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

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

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

【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。

日時／令和元年９月６日（金）、１３日（金）、 ２０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／８月２３日（金）必着
持ってくるもの／着物1枚（ほどいて洗い、アイロンをかけて
おく）※布の場合は110cm幅×2m程度。飾りボタン：直径
2～3cm×2～5個。スナップ：直径1cm×2～5個。型紙用
紙、紙用・布用はさみ、定規、裁縫道具一式、筆記用具。

日時／令和元年９月５日（木）、１２日（木）、１９日（木）、２６日（木）
　　　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／８月２３日（金）必着
持ってくるもの／袷（あわせ）の着物1枚：ほどいて洗い、アイ
ロンをかけておく。※単衣の着物を使用する場合は、裏地
90cm幅×3m程度が必要。型紙用紙、メジャー、ものさし、紙
用・布用はさみ、裁縫道具一式、筆記用具。

古布でうちわ作り
　　 10：30～15：00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

日時／令和元年９月２９日（日）※雨天中止
　　　１０：００～１５：００
場所／さいとぴあ（福岡市西区西都2-1-1 JR九大学研都市駅前）
区画／２６区画（抽選）
応募資格／市内在住、または市内に通勤・通学する
　　　　　２０歳以上の人（販売業者でない方）
応募締切／令和元年９月１３日（金）必着

【応募方法】はがき、FAXまたは西部３Ｒステーション2階受付
にて「いとにぎわい祭りフリーマーケット」希望とご記入の
うえ、住所、氏名、年齢、電話番号を明記してご応募ください。

初心者向け・着物で襟付きジャケット作り【全3回】着物で作務衣（上下・裏付き）作り【全4回】

日時／令和元年９月１４日（土）１０：００～１４：００（小雨決行）
定員／小学生と保護者１０組（２０名程度）（抽選）　参加費／無料
場所／西部（中田）埋め立て場 研修室（福岡市西区今津4439）
講師／一般社団 法人ふくおかＦＵＮ　応募締切／８月３０日（金）必着
持ってくるもの／水筒・タオル・帽子・筆記用具・雨具（雨天時のみ）
服装／長袖、長ズボン、運動靴を着用。

日時／令和元年９月７日（土）、１４（土）
　　　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／８月２３日（金）必着
持ってくるもの／針、糸（黒・赤など）ほか裁縫道
具一式。紙用・布用はさみ、筆記用具、おしぼり。

親子講座「海辺の自然探検隊」古布で干し柿の
タペストリー作り【全2回】

「いとにぎわい祭りフリーマーケット」
出店者募集 出店は無料です！

夏季
限定

親子で海岸を探検しながら、身近な海辺の自然を観察し、拾った漂着物を見ながら海の環境
問題について学び、考えます。色とりどの廃ガラスを使った工作もお楽しみに。（P2に関連記事）
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