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ＥＳＤで環境問題に取り組みましょう!!
みなさんは、「ESD」ということばをご存知ですか？
日本語にすると「持続可能な開発のための教育」ですが、簡単に言えば、毎日の暮らしの中で「考え、学び、
気づくこと」。
社会におけるさまざまな課題を私たちの身近な暮らしに結びつけ、それらを解決するために一人一人が自
分のできることを考え、行動すること。さらにそうした経験を通じて、新たな価値観や行動力を育むための
学習や活動のことです。
西部３ R ステーションではこの「考え、学び、気づくこと」の実践として、社会科の授業や総合学習で、
ごみ減量や環境問題を学ぶ小学生を対象に、環境学習講座を実施しています。
スライドを使ってごみ問題や地球環境問題、3R について説明し、紙の原材料となる木の役割についていっ
しょに考え、学んでいます。また同講座では資源としての紙の大切さやリサイクルについて理解を深めても
らうため、牛乳パックを再利用した紙すき体験を行っています。
この講座を通じて子どもたちが環境問題について「考え、学び、気づくこと」につながり、ごみ減量や
3R に関する行動を起こすきっかけになればと考えています。

自然からの恵みに感動
自然からの恵みに感動「ネイチャーゲーム」
「ネイチャーゲーム」
6 月 13 日、博多区那珂公民館で子供たちを対
象に、身近な自然に触れるとともに自然の素材
を使って自由な発想で工作をする「ネイチャー
ゲーム」講座を行いました。
おとぎ話「わらしべ長者」の話をした後、参加
した子供たちが１本のわらを手にして、公民館
の周辺を散策。地面に落ちている木の葉や木々
の枝、花びら等とわらを交換して、自然の中から
工作に使う材料を収集しました。
散策の途中、子供たちは様々な植物に触れ、
通っている小学校の周辺にある植物の種類や何のためにそこに生息しているのかについて説明する
と、興味深そうな表情で真剣に耳を傾けていました。
散策終了後は、収集した材料を使い壁飾り作りに挑戦。子供たちは自由な発想で木片や木の葉をレイ
アウトし、昆虫等（カマキリやカタツムリ）を模った、オリジナル作品を完成させていました。
最後に、生物多様性についての話があり、全ての生物は周りの自然と関わっていることを学び、一緒
に参加していた保護者のみなさんも熱心に講師の話に聞き入っていました。

講座におじゃまします。
『木の枝と廃ガラスで風鈴作り』
6 月 27 日、西区周船寺公民館で「廃ガラスで風鈴作り」
を行いました。廃ガラスを利用した講座ということで、初
めにガラスびんの出し方など「ごみの適正分別」について
の説明を行いました。次にこの風鈴の音色部分は、不用に
なった傘の柄と廃ガラスが触れることで音を奏でている
ことを説明すると「こんな綺麗な音色が出るなんて不思
議！」
「これからの時期にいいね」といった声が聞かれま
した。不用になったものを使うもの作り体験を通して、楽しみながらごみ減量や
ごみの適正分別の必要性について、理解して頂けたのではないかと思います。

海外から研修員が訪れました！！
６月 11 日、JICA（独立行政法人国際協力機構）の海外研修員（大洋州諸国９か国・
20 名）が西部 3R ステーションを訪れました。研修として、初めに３Ｒステーション
の事業内容について、スライドを交え説明し、ごみ減量や 3R に関する市民啓発を
行っていることを紹介しました。
研修員からは
「市民啓発を図るうえで何が大切なの
か」
等熱心な質問が出されました。
続く施設見学では、衣類のリユースコーナーに興味を持った様子で、無料で提供
されていることに感心していました。また、不用なものを使ったもの作りとして「廃
ガラスを使ったネームプレート作り」と「紙すきはがき作り」を体験してもらいまし
た。特に紙すきには驚いた様子で、お互いの顔を見合わせて、不思議な表情を浮かべ
ながらも、全員無事にはがきを作りあげていました。
今回の研修で得たものを、自国の環境行政やごみ処理問題に役立てていかれるこ
とと思います。

クロッカスさんにインタビュー！
今回は西区生活環境課主催「地域環境サポーター養成講座」の修了生で構成する、
「環境たくみ
の会」のメンバー団体「クロッカス」の代表 黒土志津子さんにお話を伺いました。
【Q1】まずは、メンバー構成を教えてください。
平成 25 年４月から活動を始め、現在 3 人です。身近にいる仲間
で、何か楽しみながら可愛い小物作品を作ってみたいという気持
ちから始めました。今年で３年目を迎えます。
【Q2】何がきっかけで環境活動を始められたのですか。
初めは、自分の趣味の範囲で簡単な作品を作っていましたが、
その範囲を超えて他の人にも教えてあげたい、そして出来るなら
それが世の中の役に立つことになればいいと思い始めました。例
えば、小物の裁縫作品を作る場合でも新しい布ではなくて、古い
端切れを利用することによって、捨てればただのごみになる端切
れも、それを利用して何か新しいものを作る材料になるのではな
いか、これはまさにリサイクルの考え方に結び付くのではないか
と思い始めました。今回の写真に紹介している作品は、その成果
物であり、私は誇りに思っています。

代表の黒土さん

【Q3】活動の中で大切にされている事は何ですか。
とにかく“明るく楽しく”がクロッカスのセールスポイントで
す。
「作ってウレシイ、持ってウレシイ、あげてウレシイ」をみなさ
んに気づいてほしい、伝えたいということと、みなさんとその気
持ちを共有したいということです。
出来れば、将来は一緒に作り上げた作品を発表の場を設けて表
現していきたいとも思っています。
【Q4】最後に今後の目標を教えてください。
現在は、ワークショップやバザーへの参加・協力を行っていま
すが、もっと発展させた形で地域の環境活動や福祉活動などにも
活動範囲を広げていき、教えていきたいと思っています。私たち
は現在３人で活動を行っていますが、これは小回りが利いてスキ
ンシップが取りやすいという点で他の環境団体さんより有利な
点だと考えています。これからも私たちのセールスポイントを活
かして、受講者と近い距離で、声をしっかり聞き取り、組み入れた
作品作りを行いたいと考えています。
※インタビューを終えて
メンバーは 3 人と少数で活動をされていますが、今後も精力的に活動範囲を広げていきたいと
話されていました。また、不用なものを利用した作品のレパートリーを増やしていきたいと日々
新作を考えられています。様々なもの作り講座の活動を通して、リサイクルの輪が参加したみな
さんに広がっていけばいいですね。

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
•着物地でブローチ作り
【全 2回】

•着物生地で作るベストとベレー帽子【全４回】

日時／平成２７年９月３日
（木）
、
１７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／８月２５日
（火）
必着
持ってくるもの／
裁縫道具一式、
ボンド、
つまようじ、
赤い糸

応募方法

日時／平成２７年９月４日（金）、１１日（金）、
１８日（金）、２５（金）
１３：００～１６：００
場所／研修室 定員／１５名（抽選）
参加費／５００円
応募締切／８月２５日（火）必着
持ってくるもの／
着物生地…ウールまたは、
かすり
（厚手の生地）
裏用布… 90×40 ㎝（木綿または着物地（解
いて洗ったもの）の場合は１着分ま
たは片身分）型紙用紙、裁縫道具一
式、ものさし、はさみ（紙用と布用各
1本）

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。

体 験 コ ー ナー！
トイレットペーパーの芯で
クラフト工作
土曜日 10:30～15:00
のうち、１時間程度
【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

古布うちわ作り
土曜日 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

日曜・祝日 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
土曜日 10:30～15:00
のうち、１時間程度
【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

土曜・日曜 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
日曜日 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

卵パックでお花の壁飾り作り ハーブ入り “リサイクル” 石けん作り
日曜日 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
参加費／無料 事前申込／不要
●ふくおか環境倶楽部主催
●NPO法人循環生活研究所主催
日時／毎週土曜日 13：00～16：00 日時／毎月第２金曜日 10：30～14:00

ダンボールコンポスト講習会
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。
●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

出店料無料！

出店料無料！

日時／平成２７年９月２３日
（祝）
１０：００～１４：００
場所／西部3Rステーション
１階ピロティ
区画／１６区画
（抽選）※雨天中止
応募資格／２０歳以上の人
（販売業者でない方）
締切／平成２７年８月２８日
（金）
（必着）

日時／平成２７年９月２７日
（日）
１０：００～１５：００
場所／さいとぴあ
（西部地域交流センター）
福岡市西区西都２-１-１
（JR
「九大学研都市駅」
前）
区画／２０区画
（抽選）※雨天中止
応募資格／２０歳以上の人
（販売業者でない方）
締切／平成２７年８月２８日
（金）
（必着）

●往復はがき（１人１枚）に「９月祝日フリーマーケット希望」または「いとにぎわい祭りフリー
マーケット希望」を記入の上、住所、氏名、年齢、連絡先を必ず明記し、ご応募下さい。

西部3Rステーション ご利用案内

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

博多湾

←前原

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

いとにぎわい祭り
フリーマーケット
出店者募集！

祝日フリーマーケット
出店者募集！

生ごみの堆肥化でお困りの方は何でも相談下さい。

生の松原バス停

今宿駅
今宿 IC

三陽高校●

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。

