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、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？

ツキイチフリマを開催！
日 時／１０月８日（祝）１０：００〜１５：００
場所／西部３Ｒステーション１階ピロティ
★ミニワークショップ（もの作り講座）も同時開催★

毎月変わる１０月のミニワークショップは，
「姪浜駅南エコクラ
ブ」のみなさんによる ペットボトルで貯金箱やブローチ作り
日 時／１０月８日（祝） １０：００〜１５：００
場所／２階情報コーナー 参加費／５０円（事前申込み不要）

• 体験コーナー ! •

古布でぞうり作り

日時／１０月１１日（木）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／１０月４日（木）必着
持ってくるもの／木綿地で幅 7cm×30m 以上を包帯状
（直径 5 〜 6cm）に巻いたもの
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時間 10:30〜11:30
定員 10 名／日（先着順）
申込締切 希望日の 7 日前
まで
開催日 毎週

日時／１０月１７日（水）〜平成２５年１月９日（水）
毎週水曜日１３：００〜１６：００
場所／２階研修室 定員／１０名（抽選）
参加費／３００円 応募締切／１０月７日（日）必着
持ってくるもの／裁縫道具一式など

Ｇパンを使ってウエストポーチ作り【全2回】

日

日時／１０月１８、２５日（木）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／１０月１１日（木）必着
持ってくるもの／Ｇパンか厚地の生地・裁縫道具・ものさし

10

2012.

紙すきしおり・砂絵カード作り

時間 10:30〜15:30（随時）
のうち、1 時間程度
申込締切 前日まで
定員 10 名／日（先着順）
開催日 毎週

タオルで帽子作り

日時／１０月２６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／１０月１９日（金）必着
持ってくるもの／不用なタオル１枚（柄物）、裁縫道具

『エフロク』黒土さん作品

裂き織り体験！コースター作り
時間

10:30〜15:30（随時）
のうち、1 時間程度
申込締切 前日まで
定員 6 名／日（先着順）
開催日 10/21,28（日）のみ

往復ハガキか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

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

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。
●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／５００円（基材・テキスト代込み）
事前申込／不要

西 部３Ｒステーション
ご利用案内

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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古傘でドッグレインコートとエコバッグ
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10月は「３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）推進月間」
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リサイクル石けん作り

衣類のリフォーム教室【全 12 回】

●西鉄バス「三陽高校前」
より徒歩約 2 分
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体験

「環境ボランティア団体による
もの作り講座 」

ミニワークショップ開催！

３Ｒ実践講座

応募
方法

福岡市西部 3R ステーション情報誌

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！（ユーザー登録の受付は3月17日で終了いたしました）

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。

限りある資源と自然環境を守っていくには、更なる循環型社会の推進が必要です。
そのためには、3R 活動に取り組むことが大切な行動の一つです。
私達ひとり一人が、マイバッグやマイボトルを活用するなど環境に優しい行動をすることで循環型社
会づくりの一歩がスタートするのです。
福岡市では、
「環境に優しい行動の波を起こそう」というスローガンのもと環境に配慮した行動の波を
全市に広げる「エコ・ウェイブ・ふくおか」を展開しています。１０月は、２０日（土）
・２１日（日）に「環境フェ
スティバルふくおか２０１２」が、福岡市役所西側ふれあい広場で開催されます。イベントに参加して、
自分達に出来る環境に優しい行動について考えて、皆さんひとり一人の行動の波を起こしませんか？

『夏休み自然探検』を
今宿野外活動センターにて行いました。
8 月 25 日（土）に今宿野外活動センターにて親子で参加する自然観察会「夏休み自然探検」
を行いました。
講師の小野 仁 先生（環境カウンセラー）から、植物や生物についての楽しい話を交えて、詳し
く教えていただき、大人も子どももとても熱心に耳を傾け、生き物を注意深く観察していました。
自然がテーマのビンゴゲームやバッタの追い込み漁、小さな小川での生きもの探しなど、みん
な五感をつかって自然とふれあいました！

Seibu 3Rstation
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ヘビやスズメバチなどに気をつけて！

どんな虫がいるのかな？
虫めがねでのぞいてみよう！

古布や着なくなった衣類をリフォームしたものを集めま
した。写真の作品はすべて、西部３ R ステーションのリフォー
ム教室の講師の方々の手作りによるものです。
一度使ったものが別のものに生まれ変わり、オリジナル
の作品ができあがるところが醍醐味です。
講座に参加してあなただけの作品を作ってみませんか？
講座の詳細はＨＰや市政だより、くるくる便り、イベン
トカレンダーに掲載しています。

先生 作品

みんな協力してバッタの追い込み漁だ！

かすり

こ

も

だ

絣でコート

帯のバッグ

羽織でチュニック

小毛田先生 作品

お外で食べるお弁当は格別だね！

環境学習

小さな小川にもたくさんの生きものがいたよ！

観察してスケッチしよう！

「食と環境について」
〜フードマイレージ〜

９月１４日（金）に西部３Ｒステーションにおいて、フード
マイレージ（食べ物の輸送距離）について講義していただきま
した。参加者は、食べ物の生産地からの距離や輸送手段によっ
て、二酸化炭素の排出量が大幅に変わることを学びました。み
なさんも食品を購入する際には、どこから運ばれて来たか
ちょっと考えて、二酸化炭素の排出量の少ないものを選ぶこと
で環境に優しい行動をとりましょう。

帯でチュニック

着物地で柿のさげもん

着物地でぶどうの
ブローチ

吉田先生 作品

環境フェスティバルふくおか2012 が開催されます。
１０月２０日（土）・２１日（日）に福岡市役所西側ふれあい
広場で『環境フェスティバルふくおか 2012』が開催されます。
西部３ R ステーションは、３Ｒ啓発として不用になったもの
を利用した「もの作り講座」を行います。古布などを使って、か
わいいブローチやミサンガ作りができますので、お子様を連れて
是非、ご来場ください。参加費は無料です。

裏返して
使えます

20 日は端布でかかしの
ブローチ作り

21 日は古布で
ミサンガ作り

古着からベスト

着物から直線裁ちの
チュニック

つむぎ

大島紬のポンチョ

着物からリバーシブルベスト

