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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！

ウェブサイト

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

検 索福岡市西部3Rステーション
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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

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？

ご利用案内
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生ごみ堆肥相談会 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

日時／ 12月4日（水）、11日（水）13:00～16:00
場所／ 2階研修室　定員／ 15名（抽選）
参加費／ 500円　
応募締切／ 11月20日（水）必着
持ってくるもの／
裁縫道具一式、型紙用紙、
布（着物一枚分(36cm×340cm)　　　　　　　　
またはそれに代わる布、大判のストール）

日時／ 12月18日（水）13:00～16:00
場所／ 2階研修室　定員／ 15名（抽選）
参加費／ 300円
応募締切／ 12月4日（水）必着
持ってくるもの／
手芸用ボンド（木工用ボンドでも可）、　　　　　　　　
おしぼり、ピンセット、目うち

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。
〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043-2 
Fax 092-882-4580

3Ｒ実践講座3Ｒ実践講座

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。

干支（馬）の押し絵作り干支（馬）の押し絵作り干支（馬）の押し絵作り

日時／ 12月7日（土）、14日（土）13:00～16:00
場所／ 2階研修室　定員／ 15名（抽選）
参加費／ 500円
応募締切／ 11 ／ 23（土）必着
持ってくるもの／
裁縫道具一式（糸（赤）、目打ちは必須）
手芸用ボンド（木工用ボンドでも可）

古布かざりの稲わらリース作り【全２回】古布かざりの稲わらリース作り【全２回】古布かざりの稲わらリース作り【全２回】

大判の布で簡単ベスト作り【全２回】大判の布で簡単ベスト作り【全２回】大判の布で簡単ベスト作り【全２回】

作品：牛乳パック粘土で作ったトトロとてんとう虫作品：牛乳パック粘土で作ったトトロとてんとう虫
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これからは省エネ＋『創エネ・蓄エネ』へ

3R実践講座の応募方法

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
●時間　10:30～11:30
●定員　10 名／日（先着順）
●申込締切　希望日の 3 日前まで

木の枝を使ってメモスタンド作り木の枝を使ってメモスタンド作り木の枝を使ってメモスタンド作り

すべて無料です!

●時間　10:30～15:30　30分程度
●定員　5名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

裂き織り体験！コースター作り裂き織り体験！コースター作り裂き織り体験！コースター作り
●時間　10:30～15:30（随時）
　　　　のうち、1 時間程度
●定員　6 名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

水　曜　日 

土　曜　日 

日　曜　日 
木の枝を使って汽車作り木の枝を使って汽車作り木の枝を使って汽車作り
●時間　10:30～15:30　30分程度
●定員　5名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

電話かFAX、又は西部3Rステーションの２階受付で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ください。

体験コーナーの
申込方法

　創エネ（そうえね）とは、創エネルギーの略称で、太陽光発電や小
型風力発電、家庭用燃料電池（ガスから電気とお湯を創る）などを利
用してエネルギーを創りだすことをいいます。
　福岡市では福岡市西区の廃棄物処分場（西部中田埋立場）の遊休地
に福岡市大原メガソーラー（出力1メガワットを超える太陽光発電）
発電所を整備しました。発電量は年116万kWh（一般家庭約220世
帯）と計画し、自治体がメガソーラーの発電事業を行うのは政令市及
び九州の自治体で初めてとなります。福岡市はこれからエネルギーを
消費するだけの都市から、エネルギーを生産する都市を目指します。
　次に、蓄エネ（ちくえね）とは、蓄エネルギーの略称で創エネの電力を蓄電池などにためること
をいいます。蓄電池はためた電気を比較的、電気料金が高くなる日中に利用し、電力会社からの電
力に頼らず光熱費を抑えたり、災害時の停電など自宅の電気が使えない場合に非常用として特定の
コンセントや照明利用することなどができます。
　また、ICT(情報通信技術)を使って創エネと蓄エネを組み合わせたスマートハウスの技術開発・
普及促進が進んでおり、福岡市アイランドシティ中央公園内には常設展示場があり誰でも見学する
ことができます。
　このように省エネに加えて「創エネ・蓄エネ」を利用すれば二酸化炭素の排出量を削減できるだ
けでなく、また、停電などの非常時にも電気を利用することができます。
　皆さんも「創エネ・蓄エネ」に取り組んでみてはいかがでしょうか。

参考：環境ビジネス用語辞典、福岡市HP

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？

福岡市大原メガソーラー発電所（全景）
写真：福岡市消防局提供



講座におじゃましますVol.12

クリスマス「エコもの作りウィーク」開催！クリスマス「エコもの作りウィーク」開催！
期間中は、クリスマスをモチーフにした「エコもの作り」を毎日行います！

ワインコルクでサンタ

ペットボトル
サンタ貯金箱

エッグキャンドル松ぼっくりで
クリスマスツリー

衣類　まだ着ることができる物は引き取り、希望者に無償で提供しています。
　　　きれいだけど着らなくなった衣類は２階受付にお持ち込み下さい。
図書　3Rステーションの正面玄関横には、紙リサイクルステーションがありますが、２階受付にお持ち　
　　　込みいただくことで、次の方に読んでいただけます

（引取基準等）

洗濯済みのもので汚損・破損のないもの。（使用済みの下着な
どは不可）その他、ネクタイ・アクセサリー等の小物も可。 衣類

回収品 引取基準 引取方法

書籍 単行本・文庫本・コミック等で汚損・破損・落丁のないもの。
雑誌（月刊誌・週刊誌）は不可。

西部３Rステーション「３Rもの作り体験」ブース出展！
『環境フェスティバルふくおか２０１３』が開催されました！『環境フェスティバルふくおか２０１３』が開催されました！

西部３Rステーションのブースでは、ごみの減量や環境について考えるきっかけの場として19
日（土）にペットボトルのキャップを再利用した「ブローチ作り」、絵画造形教室おそらのぞうさ
んとのワークショップ（発泡スチロールモザイク）、20日（日）にはお菓子の箱を再利用した「ミ
ニランドセル作り」を行いました。

２日間ともにたくさんの来場者で私たちのブースも朝から大賑わいでした！

期間　12月7日（土）～12月23日（月・祝）

　今回は、9月5日（木）、9月12日（木）、9月
19日（木）と全3回にわたり実施した「チュ
ニック丈のあわせのベスト作り」の模様です。
　家庭で不用になった古着物や洋服、スカー
トなどをリメイクし、新たにベストとして変
身しました。
　参加者の方からは、「思っていたより簡単
だったので友達に作ってあげたい。」、「ずっと
着てなかった着物が再利用できてよかった。」
などの声を聞くことが出来ました。
皆さんもご家庭で着なくなって眠っている洋
服のリメイクにチャレンジしてみませんか。
　12月は「大判の布で簡単ベスト作り」があ
りますのでみなさまのご応募をお待ちして
おります。

（詳細は4ページに掲載）

チュニック丈のあわせのベスト作りチュニック丈のあわせのベスト作り

講座の様子

受講者の作品

２階へ直接、お持ち込みください。
（訪問・郵送等による引き取りは
行っていません。）
※詳しくはお問い合わせ下さい。

その他 おもちゃ、ベビーカー、テーブルやイスなどで、自家用車で持ち
帰れる大きさ。（電化製品は不可）

吉田先生の丁寧な

指導でみなさん素敵な

作品ができました。

～平成24年度は約10万点をリユースしました～
衣類・図書は捨てずに3Rステーションへ！

３Ｒ
ステーション
３Ｒ

ステーション

捨てるのは
もったいないよね

良い物があったね！

発砲スチロールモザイク
みんなのカラフル蝶々さん

お菓子の箱で
ミニランドセル作り20日

ペットボトルキャップで

ブローチ作り19日

蝶
々
に
変
身
！

詳しくは、来月号、ホームページでお知らせします！
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またはそれに代わる布、大判のストール）

日時／ 12月18日（水）13:00～16:00
場所／ 2階研修室　定員／ 15名（抽選）
参加費／ 300円
応募締切／ 12月4日（水）必着
持ってくるもの／
手芸用ボンド（木工用ボンドでも可）、　　　　　　　　
おしぼり、ピンセット、目うち

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。
〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043-2 
Fax 092-882-4580

3Ｒ実践講座3Ｒ実践講座

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。

干支（馬）の押し絵作り干支（馬）の押し絵作り干支（馬）の押し絵作り

日時／ 12月7日（土）、14日（土）13:00～16:00
場所／ 2階研修室　定員／ 15名（抽選）
参加費／ 500円
応募締切／ 11 ／ 23（土）必着
持ってくるもの／
裁縫道具一式（糸（赤）、目打ちは必須）
手芸用ボンド（木工用ボンドでも可）

古布かざりの稲わらリース作り【全２回】古布かざりの稲わらリース作り【全２回】古布かざりの稲わらリース作り【全２回】

大判の布で簡単ベスト作り【全２回】大判の布で簡単ベスト作り【全２回】大判の布で簡単ベスト作り【全２回】

作品：牛乳パック粘土で作ったトトロとてんとう虫作品：牛乳パック粘土で作ったトトロとてんとう虫

学習
体験
学習
体験

情報
発信
情報
発信

活動
支援
活動
支援３R３R

これからは省エネ＋『創エネ・蓄エネ』へ

3R実践講座の応募方法

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
●時間　10:30～11:30
●定員　10 名／日（先着順）
●申込締切　希望日の 3 日前まで

木の枝を使ってメモスタンド作り木の枝を使ってメモスタンド作り木の枝を使ってメモスタンド作り

すべて無料です!

●時間　10:30～15:30　30分程度
●定員　5名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

裂き織り体験！コースター作り裂き織り体験！コースター作り裂き織り体験！コースター作り
●時間　10:30～15:30（随時）
　　　　のうち、1 時間程度
●定員　6 名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

水　曜　日 

土　曜　日 

日　曜　日 
木の枝を使って汽車作り木の枝を使って汽車作り木の枝を使って汽車作り
●時間　10:30～15:30　30分程度
●定員　5名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

電話かFAX、又は西部3Rステーションの２階受付で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ください。

体験コーナーの
申込方法

　創エネ（そうえね）とは、創エネルギーの略称で、太陽光発電や小
型風力発電、家庭用燃料電池（ガスから電気とお湯を創る）などを利
用してエネルギーを創りだすことをいいます。
　福岡市では福岡市西区の廃棄物処分場（西部中田埋立場）の遊休地
に福岡市大原メガソーラー（出力1メガワットを超える太陽光発電）
発電所を整備しました。発電量は年116万kWh（一般家庭約220世
帯）と計画し、自治体がメガソーラーの発電事業を行うのは政令市及
び九州の自治体で初めてとなります。福岡市はこれからエネルギーを
消費するだけの都市から、エネルギーを生産する都市を目指します。
　次に、蓄エネ（ちくえね）とは、蓄エネルギーの略称で創エネの電力を蓄電池などにためること
をいいます。蓄電池はためた電気を比較的、電気料金が高くなる日中に利用し、電力会社からの電
力に頼らず光熱費を抑えたり、災害時の停電など自宅の電気が使えない場合に非常用として特定の
コンセントや照明利用することなどができます。
　また、ICT(情報通信技術)を使って創エネと蓄エネを組み合わせたスマートハウスの技術開発・
普及促進が進んでおり、福岡市アイランドシティ中央公園内には常設展示場があり誰でも見学する
ことができます。
　このように省エネに加えて「創エネ・蓄エネ」を利用すれば二酸化炭素の排出量を削減できるだ
けでなく、また、停電などの非常時にも電気を利用することができます。
　皆さんも「創エネ・蓄エネ」に取り組んでみてはいかがでしょうか。

参考：環境ビジネス用語辞典、福岡市HP

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？

福岡市大原メガソーラー発電所（全景）
写真：福岡市消防局提供


