
西部３Ｒステーション  講座・イベント情報

■回収品目
○回収できるもの ×回収できないもの

蛍光管 直管型、環型、電球型 割れた蛍光管、白熱電球、ＬＥＤ蛍光管

乾電池 一次電池（マンガン乾電池、アルカリ乾電池）充電式乾電池、ボタン乾電池

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？
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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。
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福岡市では４月から市内の家電量販店で蛍光管と乾電池の拠点回収がはじまりました。西部３Ｒステーショ
ンでも以前から設置している蛍光管の回収ボックスに加え、乾電池の回収ボックスを設置しました。これまでは

「燃えないごみ」として出していたマンガン乾電池、アルカリ乾電池がリサイクルされ、資源として生まれ変わ
ります。ご家庭で使い切った乾電池、使用済みとなった蛍光管は回収ボックスへお持ちください。なお回収ボッ
クスが設置されているお店、資源物回収拠点は下記のとおりです。お近くの回収ボックスをご利用ください。

「古布とはまぐりの殻で兜の飾り」
まはな　のりこさん作品

「古布とはまぐりの殻で兜の飾り」
まはな　のりこさん作品

3Rステーションに乾電池の回収ボックスを設置しました!
～乾電池のリサイクルにご協力ください～～乾電池のリサイクルにご協力ください～

回収ボックス設置場所
■家電量販店

区 店舗名 所在地

東　区
ヤマダ電機　福岡香椎本店 千早 5-8-1

ベスト電器　香椎本店 千早 5-4-8

博多区
ヤマダ電機　博多本店 東比恵 3-33-16

ベスト電器　博多南店 東那珂 2-31-1

中央区 ベスト電器　福岡本店 天神 1-9-1

南　区 ベスト電器　大橋店 大橋 1-1-1

城南区
ヤマダ電機　城南店 友泉亭 6-19

ベスト電器　片江店 神松寺 2-21-10

早良区

ベスト電器　New 西新店 西新 4-8-24

ベスト電器　原店 原 6-2-30

ヤマダ電機　賀茂本店 賀茂 3-24-33

西　区
ベスト電器　マリナ通店 姪浜 2-22-10

ベスト電器　New 伊都店 北原 1-15-30

■資源物回収拠点
　●東・城南・早良・西区役所
　●入部・西部出張所
　●中央体育館
　●博多・南市民センター
　　（9 時～17 時 年末年始は休み）
　●臨海・西部 3R ステーション
　　（10 時～17 時 月曜・年末年始は休み）

裂き織り体験！
コースター作り

土曜日

体 験 コ ー ナー！

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

ダンボールコンポスト講習会

西部3Rステーション

←前原 天神→

JR筑肥線

博多湾
生の松原バス停

生の松原団地 高崎交差点

国道202号線バイパス
三陽高校バス停三陽高校●

総合
西市民
プール
●

福寿園●

今宿駅
今宿IC

捨六町IC

●西鉄バス「三陽高校前」より徒歩約2分

西部3Rステーション ご利用案内

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!

検索福岡市西部3Rステーションhttp://www.fukuoka-seibuplaza.comウェブサイト

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

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／無料
事前申込／不要
＊基材･テキスト　購入可

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、お申込み下さい。【体験コーナーの申込方法】

          10:30～15:00
(随時)のうち、１時間程度

【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

 日曜・祝日 10:30～15:00
(随時)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
(随時)のうち、30分程度

【定員】10名/日（先着順）
【申込】前日まで

ボタン ｄｅ 
スタンプ作り

 土曜・日曜 10:30～15:00
(随時)のうち、30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

卵パックで
お花の壁飾り作り

 日曜日 10:30～15:00
(随時)のうち、30分程度

【定員】6名/日（先着順）
【申込】前日まで

廃木材を利用した
フォトスタンド
作り

土曜日          10:30～15:00
(随時)のうち、30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

3 R 実 践 講 座期間限定体験講座

日　時／平成２７年６月４日（木）、１８日（木）
　　　　１０：３０～１３：３０
場　所／研修室
定　員／１５名（抽選）
参加費／５００円
応募締切／５月２３日（土）必着
持ってくるもの／
柄布30cm×130cmを1枚、無地布30cm×
80cmを1枚（生地は木綿や着物生地でよ
い）、50cmファスナー１本、広幅バイアステ
ープ110cm、型紙用紙、裁縫道具一式、筆
記用具、紙用はさみ

●保険証ポーチ作り【全2回】
日　時／平成２７年５月９日（土）、１６日（土）
　　　　１１：００～１２：００
場　所／研修室
定　員／２０名（先着順）
参加費／無料　応募締切／各日前日まで
持ってくるもの／なし
※こちらの応募方法は電話も可です。

●卵パックでバラのリース作り【2日間】
日　時／平成２７年６月1２日（金）、
　　　　１９日（金）、２６日（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／５月２６日（火）必着
持ってくるもの／着物または洋服生地（※着
物の場合は１着分。ほどいてアイロンをかけ
おいて下さい。洋服生地の場合は2.5ｍ。洋
服・ワンピースであれば2 ～ 3着分）、型紙
用紙、裁縫道具一式、筆記用具、紙用はさみ

●着物や洋服でチュニック作り【全3回】

福岡市西部3Rステーション情報誌福岡市西部3Rステーション情報誌

毎週開催 すべて無料

３R実践講座
期間限定体験講座
の応募方法

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。



日　時　　平成27年５月17日（日） 10:00 ～ 16:30
会　場　　九州大学　伊都キャンパス
定　員　　60名（先着順）
参加費　　無料

　今年も九州大学の伊都キャンパスで開催される伊都祭に参
加します。３Ｒに関する啓発の一環としてワークショップを
おこないます。使い終わったトイレットペーパーの芯を使っ
た「ペーパークラフト壁飾り」です。楽しみながら学べる体験
講座です。伊都祭にお越しいただき、ぜひ、ペーパークラフト
作りに挑戦してみてください。

　平成27年４月12日（日）に段ボールクラフト作
り（シェル・オン・ザ・カートンボード）を行いま
した。不用になった段ボールに貝殻やリサイクルで
きないガラスの破片を貼り付ける手軽な作品です。
　参加者のみなさんは、貝殻やガラスの配置をなか
なか決められず、四苦八苦されている様子でした
が、完成品には満足そうでした。

　平成27年４月18日（土）に城南区鳥飼公民館で「かえっ
こバザール」をおこないました。家庭で不用になったおも
ちゃを持ってきていただき、他の方がもってきたおもちゃ
と交換するというものです。交換は「かえるカード」のポイ
ントによって可能で、ポイントは持ってきたおもちゃに
よってポイントがもらえ、そのポイントによって交換可能
なおもちゃが選べるというシステムです。また、ワーク
ショップに参加することでもポイントがもらえるとあって
多くの子供たちが楽しみながら学べる環境クイズや環境か
るたなどに挑戦していました。参加した子供の保護者から
は「子供は、おもちゃにすぐ飽きるので、このようなイベン
トで使わなくなったおもちゃを交換できるのは良いです
ね。」「子供もすごく楽しんでいました。」などの声が聞かれ、
大好評でした。

　今回は西区生活環境課主催の「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」のメンバー団体で「エコファイブ」のみなさんにインタビューをしました。

【Q1】まずは、主な取り組みとメンバー構成について教えてください。
　紙のリユース（再利用）を目的として古新聞紙でエコバッ

クを作り、それを知的障がい者支援のお店に提供し、レジ袋

の代わりとして使ってもらうことでレジ袋の削減に取り組

む活動を現在５名でおこなっています。最近は公民館や西

部３Rステーションで「古新聞紙を使ったコサージュづく

り」や「牛乳パックでかぶと虫づくり（子供向け工作作品）」

などの講座もおこなっています。

【Q2】主にどのような地域で活動をしてますか
　福岡市西区を中心に活動していますが、市内全域はもち

ろん福岡県教育委員会の依頼で春日市でも講座を開催する

など、活動範囲を広げています。

【Q3】活動の中で嬉しく感じる時はどんな時ですか
　自分たちの活動目的である紙のリユースについて真剣に

聞いてもらえている時が一番嬉しく感じる時ですね。特に

子供たちが真剣な表情で話を聞いてくれているときは活動

をおこなってきて本当によかったと感じます。

【Q4】活動を続けてきて、ごみ減量等に関して市民の意識が
変わったなと感じられることはありますか
　最近は、スーパーなどでエコバックを持参する人たちが、

以前と比べて増えてきたと感じます。団体を立ち上げた５，６年前と比べると、エコバックの使用

が多くのみなさんに定着しているようで、非常に嬉しく感じます。

【Q5】最後に今後の目標を教えてください。
　今後は未来を担う子供たちにごみ減量・リサイクルの大切さを教えていきたいと思います。そ

のためにはまず、大人が先頭に立って子供たちの手本となるようごみ減量・リサイクルについて

意識を持ち、実践していかなければいけないと思っています。

※インタビューを終えて
　今回は代表の大熊さんが欠席でしたが4人のメンバーのみなさんから、ごみ減量・リサイクル

に関する貴重な意見や思いについて話を聞くことができました。設立から6年経ってようやく市

民のみなさんの間に自分たちがおこなっているレジ袋の削減が浸透してきたことに喜びを感じ

られていました。将来を担う子供たちにごみ減量・リサイクルの大切さを教えることについて、

熱い思いをもって話されていることに感動しました。

体験講座「ペーパークラフト壁飾り作り」をします

体験講座「段ボールクラフト作り」を開催しました体験講座「段ボールクラフト作り」を開催しました

かえっこバザール（おもちゃの交換会）を開催しましたかえっこバザール（おもちゃの交換会）を開催しました

「花型ペーパークラフト壁飾り」

エコファイブのみなさんにインタビュー！

エコファイブのみなさん

古新聞で作ったエコバックの作品

城南区：鳥飼公民館

『伊都祭２０１５』に３Ｒステーションが出展します『伊都祭２０１５』に３Ｒステーションが出展します

※作品・講座に関するお問い合わせは西部３Ｒステーション（TEL:092-882-3190）まで
※「伊都祭2015」に関するお問い合わせは伊都祭実行委員会事務局（TEL:092-895-7054）まで



日　時　　平成27年５月17日（日） 10:00 ～ 16:30
会　場　　九州大学　伊都キャンパス
定　員　　60名（先着順）
参加費　　無料

　今年も九州大学の伊都キャンパスで開催される伊都祭に参
加します。３Ｒに関する啓発の一環としてワークショップを
おこないます。使い終わったトイレットペーパーの芯を使っ
た「ペーパークラフト壁飾り」です。楽しみながら学べる体験
講座です。伊都祭にお越しいただき、ぜひ、ペーパークラフト
作りに挑戦してみてください。

　平成27年４月12日（日）に段ボールクラフト作
り（シェル・オン・ザ・カートンボード）を行いま
した。不用になった段ボールに貝殻やリサイクルで
きないガラスの破片を貼り付ける手軽な作品です。
　参加者のみなさんは、貝殻やガラスの配置をなか
なか決められず、四苦八苦されている様子でした
が、完成品には満足そうでした。

　平成27年４月18日（土）に城南区鳥飼公民館で「かえっ
こバザール」をおこないました。家庭で不用になったおも
ちゃを持ってきていただき、他の方がもってきたおもちゃ
と交換するというものです。交換は「かえるカード」のポイ
ントによって可能で、ポイントは持ってきたおもちゃに
よってポイントがもらえ、そのポイントによって交換可能
なおもちゃが選べるというシステムです。また、ワーク
ショップに参加することでもポイントがもらえるとあって
多くの子供たちが楽しみながら学べる環境クイズや環境か
るたなどに挑戦していました。参加した子供の保護者から
は「子供は、おもちゃにすぐ飽きるので、このようなイベン
トで使わなくなったおもちゃを交換できるのは良いです
ね。」「子供もすごく楽しんでいました。」などの声が聞かれ、
大好評でした。

　今回は西区生活環境課主催の「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」のメンバー団体で「エコファイブ」のみなさんにインタビューをしました。

【Q1】まずは、主な取り組みとメンバー構成について教えてください。
　紙のリユース（再利用）を目的として古新聞紙でエコバッ

クを作り、それを知的障がい者支援のお店に提供し、レジ袋

の代わりとして使ってもらうことでレジ袋の削減に取り組

む活動を現在５名でおこなっています。最近は公民館や西

部３Rステーションで「古新聞紙を使ったコサージュづく

り」や「牛乳パックでかぶと虫づくり（子供向け工作作品）」

などの講座もおこなっています。

【Q2】主にどのような地域で活動をしてますか
　福岡市西区を中心に活動していますが、市内全域はもち

ろん福岡県教育委員会の依頼で春日市でも講座を開催する

など、活動範囲を広げています。

【Q3】活動の中で嬉しく感じる時はどんな時ですか
　自分たちの活動目的である紙のリユースについて真剣に

聞いてもらえている時が一番嬉しく感じる時ですね。特に

子供たちが真剣な表情で話を聞いてくれているときは活動

をおこなってきて本当によかったと感じます。

【Q4】活動を続けてきて、ごみ減量等に関して市民の意識が
変わったなと感じられることはありますか
　最近は、スーパーなどでエコバックを持参する人たちが、

以前と比べて増えてきたと感じます。団体を立ち上げた５，６年前と比べると、エコバックの使用

が多くのみなさんに定着しているようで、非常に嬉しく感じます。

【Q5】最後に今後の目標を教えてください。
　今後は未来を担う子供たちにごみ減量・リサイクルの大切さを教えていきたいと思います。そ

のためにはまず、大人が先頭に立って子供たちの手本となるようごみ減量・リサイクルについて

意識を持ち、実践していかなければいけないと思っています。

※インタビューを終えて
　今回は代表の大熊さんが欠席でしたが4人のメンバーのみなさんから、ごみ減量・リサイクル

に関する貴重な意見や思いについて話を聞くことができました。設立から6年経ってようやく市

民のみなさんの間に自分たちがおこなっているレジ袋の削減が浸透してきたことに喜びを感じ

られていました。将来を担う子供たちにごみ減量・リサイクルの大切さを教えることについて、

熱い思いをもって話されていることに感動しました。

体験講座「ペーパークラフト壁飾り作り」をします

体験講座「段ボールクラフト作り」を開催しました体験講座「段ボールクラフト作り」を開催しました

かえっこバザール（おもちゃの交換会）を開催しましたかえっこバザール（おもちゃの交換会）を開催しました

「花型ペーパークラフト壁飾り」

エコファイブのみなさんにインタビュー！

エコファイブのみなさん

古新聞で作ったエコバックの作品

城南区：鳥飼公民館

『伊都祭２０１５』に３Ｒステーションが出展します『伊都祭２０１５』に３Ｒステーションが出展します

※作品・講座に関するお問い合わせは西部３Ｒステーション（TEL:092-882-3190）まで
※「伊都祭2015」に関するお問い合わせは伊都祭実行委員会事務局（TEL:092-895-7054）まで



西部３Ｒステーション  講座・イベント情報

■回収品目
○回収できるもの ×回収できないもの

蛍光管 直管型、環型、電球型 割れた蛍光管、白熱電球、ＬＥＤ蛍光管

乾電池 一次電池（マンガン乾電池、アルカリ乾電池）充電式乾電池、ボタン乾電池

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？

2015.5
Vol.110

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。

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

福岡市では４月から市内の家電量販店で蛍光管と乾電池の拠点回収がはじまりました。西部３Ｒステーショ
ンでも以前から設置している蛍光管の回収ボックスに加え、乾電池の回収ボックスを設置しました。これまでは

「燃えないごみ」として出していたマンガン乾電池、アルカリ乾電池がリサイクルされ、資源として生まれ変わ
ります。ご家庭で使い切った乾電池、使用済みとなった蛍光管は回収ボックスへお持ちください。なお回収ボッ
クスが設置されているお店、資源物回収拠点は下記のとおりです。お近くの回収ボックスをご利用ください。

「古布とはまぐりの殻で兜の飾り」
まはな　のりこさん作品

「古布とはまぐりの殻で兜の飾り」
まはな　のりこさん作品

3Rステーションに乾電池の回収ボックスを設置しました!
～乾電池のリサイクルにご協力ください～～乾電池のリサイクルにご協力ください～

回収ボックス設置場所
■家電量販店

区 店舗名 所在地

東　区
ヤマダ電機　福岡香椎本店 千早 5-8-1

ベスト電器　香椎本店 千早 5-4-8

博多区
ヤマダ電機　博多本店 東比恵 3-33-16

ベスト電器　博多南店 東那珂 2-31-1

中央区 ベスト電器　福岡本店 天神 1-9-1

南　区 ベスト電器　大橋店 大橋 1-1-1

城南区
ヤマダ電機　城南店 友泉亭 6-19

ベスト電器　片江店 神松寺 2-21-10

早良区

ベスト電器　New 西新店 西新 4-8-24

ベスト電器　原店 原 6-2-30

ヤマダ電機　賀茂本店 賀茂 3-24-33

西　区
ベスト電器　マリナ通店 姪浜 2-22-10

ベスト電器　New 伊都店 北原 1-15-30

■資源物回収拠点
　●東・城南・早良・西区役所
　●入部・西部出張所
　●中央体育館
　●博多・南市民センター
　　（9 時～17 時 年末年始は休み）
　●臨海・西部 3R ステーション
　　（10 時～17 時 月曜・年末年始は休み）

裂き織り体験！
コースター作り

土曜日

体 験 コ ー ナー！

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

ダンボールコンポスト講習会

西部3Rステーション

←前原 天神→

JR筑肥線

博多湾
生の松原バス停

生の松原団地 高崎交差点

国道202号線バイパス
三陽高校バス停三陽高校●

総合
西市民
プール
●

福寿園●

今宿駅
今宿IC

捨六町IC

●西鉄バス「三陽高校前」より徒歩約2分

西部3Rステーション ご利用案内

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!

検索福岡市西部3Rステーションhttp://www.fukuoka-seibuplaza.comウェブサイト

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

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／無料
事前申込／不要
＊基材･テキスト　購入可

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、お申込み下さい。【体験コーナーの申込方法】

          10:30～15:00
(随時)のうち、１時間程度

【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

 日曜・祝日 10:30～15:00
(随時)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
(随時)のうち、30分程度

【定員】10名/日（先着順）
【申込】前日まで

ボタン ｄｅ 
スタンプ作り

 土曜・日曜 10:30～15:00
(随時)のうち、30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

卵パックで
お花の壁飾り作り

 日曜日 10:30～15:00
(随時)のうち、30分程度

【定員】6名/日（先着順）
【申込】前日まで

廃木材を利用した
フォトスタンド
作り

土曜日          10:30～15:00
(随時)のうち、30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

3 R 実 践 講 座期間限定体験講座

日　時／平成２７年６月４日（木）、１８日（木）
　　　　１０：３０～１３：３０
場　所／研修室
定　員／１５名（抽選）
参加費／５００円
応募締切／５月２３日（土）必着
持ってくるもの／
柄布30cm×130cmを1枚、無地布30cm×
80cmを1枚（生地は木綿や着物生地でよ
い）、50cmファスナー１本、広幅バイアステ
ープ110cm、型紙用紙、裁縫道具一式、筆
記用具、紙用はさみ

●保険証ポーチ作り【全2回】
日　時／平成２７年５月９日（土）、１６日（土）
　　　　１１：００～１２：００
場　所／研修室
定　員／２０名（先着順）
参加費／無料　応募締切／各日前日まで
持ってくるもの／なし
※こちらの応募方法は電話も可です。

●卵パックでバラのリース作り【2日間】
日　時／平成２７年６月1２日（金）、
　　　　１９日（金）、２６日（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／５月２６日（火）必着
持ってくるもの／着物または洋服生地（※着
物の場合は１着分。ほどいてアイロンをかけ
おいて下さい。洋服生地の場合は2.5ｍ。洋
服・ワンピースであれば2 ～ 3着分）、型紙
用紙、裁縫道具一式、筆記用具、紙用はさみ

●着物や洋服でチュニック作り【全3回】

福岡市西部3Rステーション情報誌福岡市西部3Rステーション情報誌

毎週開催 すべて無料

３R実践講座
期間限定体験講座
の応募方法

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。


