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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。

1 0月の
体験講座！
すべて無料です！！

１1月の「３Ｒ実践講座」

学習
体験

活動
支援

情報
発信3R

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！

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）
Ｔ Ｅ Ｌ：092-882-3190  FAX：092-882-4580

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［ウェブサイト］ http://www.fukuoka-seibuplaza.com

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。

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

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：２Ｆ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。

生ごみ堆肥相談会
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／２Ｆ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

「エコフェスタ２０１８」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

　福岡市の家庭から出る燃えるごみのうち、約１６％が「雑がみ」と呼ばれるものです。雑がみとは
段ボールや新聞紙以外のリサイクルできる紙類のこと。その量は重さにすると年間約４万トン。木材に換算すると約８０万
本分が、リサイクルされることなく焼却処分されています。市民アンケートの結果でも約５割の人が「燃えるごみとして捨
てている」と回答しており、まだ十分に雑がみリサイクルが浸透していないのが現状です。
　紙は限りある資源。普段何気なく捨てている紙類の中に、実はリサイクルできるものがたくさんあることを改めて認識し
ておきたいものです。

つまみ細工の
花飾り

ハーブ入り“リサイクル”
せっけん作り

10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日 10:30～11:30
【定員】10名／日（先着順）
【申込】希望日の
　　　３日前まで

水曜日

●パンフレット・書籍　　　　　　●お菓子や贈答品の紙箱・包装紙
●はがきや封筒、ティッシュの箱 (ビニール部分は取り除く)　　　●郵便受けに投函されたチラシ
●ラップやアルミ、トイレットペーパーの紙芯

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。【応募方法】

ズボンでワンハンドルバッグ作り 【全３回】
日時／平成３０年１１月１日㈭、８日㈭、１５日㈭
　　　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／１０月２３日㈫必着

日時／平成３０年１１月３日（祝・土）　１０：００～１３：００
場所／西部３Ｒステーション　１階ピロティ
区画／１６区画（抽選）　※少雨決行
応募資格／市内在住、または市内に通勤・通学する２０歳以上の方（販売業者を除く）
締切／平成３０年１０月２４日㈬（必着）

日時／平成３０年１１月２３日（祝・金）　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）　※少雨決行
応募資格／市内在住、または市内に通勤・通学する２０歳以上の方（販売業者を除く）
締切／平成３０年１１月８日㈭（必着）

福岡市ごみと資源の
分け方・出し方情報サイト

持ってくるもの／ズボン１本（ほどかず、そのままでよい）。
裏布：５０㎝×１００㎝位。アップリケ用布：５０㎝×５０㎝位を３～４種類。
型紙用紙、紙用・布用はさみ、定規、裁縫道具一式、筆記用具。

大きなポケットの袖なしチュニック作り 【全３回】
日時／平成３０年１１月２日㈮、９日㈮、１６日㈮
　　　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／１０月２３日㈫必着
持ってくるもの／着物または羽織１枚（ほどいて洗い、アイロンをかけておく）。
９０～１１０㎝幅×２．６ⅿの布でも可。
型紙用紙、紙用・布用はさみ、定規、裁縫道具一式、筆記用具。

クリスマスのミニフレームキルト作り 【全３回】
日時／平成３０年１１月３日㈯、１０日㈯、２４日㈯
　　　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／１０月２４日㈬必着
持ってくるもの／グリーンの布２０㎝×２０㎝、背景になる布２５㎝×４０㎝、
茶色の布５㎝×５㎝。布の色に合った手縫い糸、しつけ糸、洗濯ばさみ３個、
紙用・布用はさみ、裁縫道具一式、筆記用具。

衣類のリフォーム教室 【全８回】
日時／平成３０年１１月７日㈬～１２月２６日㈬
　　　原則毎週水曜日　１３：００～１６：００
定員／１０名（抽選）　参加費／８００円
場所／２階研修室　応募締切／１０月２６日㈮必着

持ってくるもの／リフォームしたい洋服や着物、
型紙用紙（模造紙など）、ものさし、裁縫道具一式、筆記用具。

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福岡市西部3Rステーション情報誌

10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

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
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★体験講座の申込方法★ 電話、又は西部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。

●往復はがき、またはＦＡＸにて「エコフェスタ２０１８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、ご応募ください。

●往復はがき、またはＦＡＸにて「１１月の祝日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、ご応募ください。

出店料無料！出店料無料！

古布で
つるし飾り

はぎれ（布・革）で作る
ストラップ

のこり芯で
ペン立て

お花の
メモスタンド

10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

３Rとはごみ減量の環境行動を表すキーワード。Rで始まる３つの言葉「Reduce（リデュース）＝ごみを出さない」
「Reuse（リユース）＝くり返し使う」「Recycle（リサイクル）＝再び資源として使う」です。３つ目のリサイクルに
は大量のエネルギーが必要です。まずはリデュース、リユースの順に始めましょう。

雑がみ、リサイクルしていますか？雑がみ、リサイクルしていますか？雑がみ、リサイクルしていますか？
１０月は３Ｒ推進月間です！１０月は３Ｒ推進月間です！

「３R」についておさらいしましょう！

リサイクルできる紙類（雑がみ）…「地域集団回収」または「資源物回収拠点」に出しましょう！

●汚れた紙、匂いのついた紙 (洗剤や線香の箱 )
●ビニールと一体になっている紙・感熱紙 (レシート、FAXの紙 )　　　●絵具やクレヨンで描いた紙
●圧着はがき・カーボン紙 (宅配便の伝票 )　　　●冊子についているCD・DVDの袋

リサイクルできない紙類…「燃えるごみ」に出しましょう！

◎パンフレットや書籍などの大きな雑がみ
　……まとめてヒモでしばる。
◎はがきなどの小さな雑がみ
　……散らばらないよう紙袋などに入れる。

雑がみのまとめ方
資源物回収拠点は右のQRコードを

読み取るか　福岡市　ごみと資源　

で検索できます。

雑がみの出し方



　８月１９日（日）、小学生とその保護者を対象に『夏休み親子自然観察会』を実施しました。

場所は西区今宿上ノ原にある福岡市立今宿野外活動センター。「身近な自然に親しみなが

ら、植物や生きものの観察を通して自然を体感する」をテーマとしたこのイベントに、４組

１３人のご家族が参加されました。

　講師は野遊びの達人・生田哲朗さん（環境カウンセラー）と堀謙治さん（自然観察指導員）。

「自然観察のコツとして、五感（視覚・聴覚・触覚・味覚・臭覚）プラス、“心”を使いましょう」

とアドバイスを受けて、いよいよ観察スタート。最初はセンター内の木々の中を散策しな

がら、音や匂い、動物の落とし物などのアイテムを探す「フィールドビンゴゲーム」、さらに

シダ植物の一種ウラジロの葉でバッタを作って飛距離を競い合ったり、川でサワガニやア

メンボなどの水中生物を観察するなど、さまざまな視点から自然を体感しました。

　昼食後は屋内で木の枝やドングリ、松ぼっくりなどの自然素材を使ったクラフト工作。

段ボールで作った額縁の中に、思い思いの趣向を凝らした昆虫や動物をデザインし、個

性あふれる楽しい作品が完成しました。

　観察会の締めくくりは生田さんによる「生物多様性」についての講義。植物や昆虫、動

物などを描いた紙コップをピラミッド状に積み上げ、自然界に

おける命のつながりの大切さについてわかりやすく説明してくれ

ました。子どもたちはもちろん、保護者の皆さんも生物多様性

の恵みによって私たち人間の命と暮らしが守られていることを

改めて認識でき、有意義な観察会になりました。

皆さんのご家庭に、使わないまま眠っている陶磁器はありませんか？

西部３Rステーションでは、毎回大好評の『リユース陶器市』を１０月２８日(日)に開催します。

リユース（Ｒeuse）とは、ごみ減量のキーワード「３Ｒ」のひとつで、「繰り返し使いましょう」

という意味。『リユース陶器市』は、まだ十分に使えるにもかかわらず、食器棚や物置の奥に眠っ

ている不用な陶磁器を持ち込んでいただき、必要な方にお持ち帰りいただく、日本ならではの “もったいない精神“か

ら生まれた環境にやさしいイベントです。

もちろん、きれいに洗浄していれば新品じゃなくてもOK。持ち込み・持ち帰りとも無料。申込みも不要です。み

なさんもぜひ、家庭で眠っている陶磁器を持って、掘出し物をさがしにきませんか。

『夏休み親子自然観察会』を実施しました！『夏休み親子自然観察会』を実施しました！『夏休み親子自然観察会』を実施しました！『夏休み親子自然観察会』を実施しました！

横手公民館が開館した平成１０年にスタートしました。委員会発足に熱心に関わられた先輩方のパワフルな活動
が、私たちの大きな原動力となっています。環境に関する行動って、ごみの問題や食品ロスなど日々の生活に関わっ
ていることが大半で、そこに根付いていかないといけないと思うんです。そういう意味で発足時のメンバーの中に女
性の視点があったことも、大きな意味があったと思います。そんな先輩方が築いてくれた礎をしっかりと次世代へつ
なげていきたいですね。現在、メンバーは役員と各町内の委員合わせて２１名。よりよい委員会活動にしようと規
約を定め、定例会やさまざまな勉強会を行っています。横手校区の皆さんはとにかく“横手愛”が強く、子どもたち
はもちろん高齢者も皆さん元気いっぱい。学校も地域との交流をとても大切にしていて、みんなで地域を盛り上げ
よう、いっしょに子どもたちを育てていこうという気持ちが強く、その思いが私たちの活動を後押ししてくれています。

A．
Ｑ．まずは横手校区環境活動委員会について教えてください。

「３Ｒ」につながる活動をやっていこうというのが、私たちの基本テーマです。小学
５年生を対象に西部３Ｒステーションと共働で行う紙すき体験講座をはじめ、布ぞう
り作り、小学校ＰＴＡが主催する「横手祭」のリサイクル体験のワークショップ、「香蘭祭」
でのマイバッグキャンペーン、公民館で行うフリーマーケットなど、すべての活動を通
じて、地域の方に３Ｒを浸透させていくことが目的です。

A．
Ｑ．活動内容が幅広く、どの活動も活発ですね。

もともとは地域住民の意識向上を目的に、自分たちでエコバッグをデザインし、スーパー等で配布していました。
でも、せっかく校区内にファッション総合学科をもつ香蘭女子短期大学があるのだから「力を借りない手はない」と、
デザインを学生に依頼して香蘭祭でのマイバッグキャンペーンが始まりました。学校側も校内で学べないことを、地
域の人たちとのふれあいの中で学生に学ばせたいということで、お互いのメリットがぴったり合った形となり、とて
もうれしく思っています。

A．
Ｑ．香蘭祭でのマイバッグキャンペーンは地域の特色を生かした活動ですね。

いっしょに考え、行動してくれる仲間がいること、勉強したことを生活の中に取り入れ、実践できることがこの活
動の大きな魅力です。ごみの分別やマイバッグにしても意識が変われば行動が変わる、行動が変われば自然と次の
世代にもつながり、きっと環境も変わっていくはずです。今年の夏の猛暑や異常気象など、地球環境が目に見えて
変わってきていますよね。今後は地球温暖化のことや自然エネルギーのこと、食品ロスの問題など、さらに幅を広
げて勉強会などをやっていきたいと思います。

A．
Ｑ．委員会活動の魅力や今後、新たにやってみたいことなどがあれば教えて下さい。

地域活性を目的に公民館や学校、地域の人たちが連携し、校区

全体が元気いっぱいという横手校区（南区）。地域の環境に関す

る活動を盛り上げる環境活動委員会の皆さんももちろん例外ではあ

りません。年間を通じ、「３Ｒ」に関するさまざまな活動に活発に

取り組まれています。今回は環境委員会を代表して、役員の皆さ

んにお話を伺いました。
役員の皆さん

とにかく熱～い“横手愛”！地域全体で取り組む“３Ｒ”活動
横手校区環境活動委員会

子どもたちに人気の「横手祭」のリサイクル体験のワークショップと環境クイズコーナー 横手公民館の緑のカーテン

年一回「エコ発信」を発行。
校区全戸に配布している。

ご家庭の不用な陶磁器、リユースしましょう！ご家庭の不用な陶磁器、リユースしましょう！ご家庭の不用な陶磁器、リユースしましょう！

●持ち込めるもの／洗浄済みの陶磁器（食器等）で、汚れ、破損がなく、そのまま使用できるものに限ります。
●持ち込めないもの／鍋類、ガラス・木・プラスチック製品。
●対象者／市内在住、または市内に通勤・通学する方（販売業者は除く）。

日時／平成３０年１０月２８日（日）１０：３０～１５：００
　　　（持ち込みの受け付けは１４：００まで）
場所／福岡市西部３Ｒステーション１Ｆピロティ

持ち込み（無料）

●対象者／どなたでも持ち帰りできます。　※持ち帰りには必ずエコバッグをご持参ください。

持ち帰り（無料）

捨てるなんてもったいない！

夏の思い出、できたかな？

　

ご家庭の不用な陶磁器、リユースしましょう！
またまた開催！「リユース陶器市」



　８月１９日（日）、小学生とその保護者を対象に『夏休み親子自然観察会』を実施しました。

場所は西区今宿上ノ原にある福岡市立今宿野外活動センター。「身近な自然に親しみなが

ら、植物や生きものの観察を通して自然を体感する」をテーマとしたこのイベントに、４組

１３人のご家族が参加されました。

　講師は野遊びの達人・生田哲朗さん（環境カウンセラー）と堀謙治さん（自然観察指導員）。

「自然観察のコツとして、五感（視覚・聴覚・触覚・味覚・臭覚）プラス、“心”を使いましょう」

とアドバイスを受けて、いよいよ観察スタート。最初はセンター内の木々の中を散策しな

がら、音や匂い、動物の落とし物などのアイテムを探す「フィールドビンゴゲーム」、さらに

シダ植物の一種ウラジロの葉でバッタを作って飛距離を競い合ったり、川でサワガニやア

メンボなどの水中生物を観察するなど、さまざまな視点から自然を体感しました。

　昼食後は屋内で木の枝やドングリ、松ぼっくりなどの自然素材を使ったクラフト工作。

段ボールで作った額縁の中に、思い思いの趣向を凝らした昆虫や動物をデザインし、個

性あふれる楽しい作品が完成しました。

　観察会の締めくくりは生田さんによる「生物多様性」についての講義。植物や昆虫、動

物などを描いた紙コップをピラミッド状に積み上げ、自然界に

おける命のつながりの大切さについてわかりやすく説明してくれ

ました。子どもたちはもちろん、保護者の皆さんも生物多様性

の恵みによって私たち人間の命と暮らしが守られていることを

改めて認識でき、有意義な観察会になりました。

皆さんのご家庭に、使わないまま眠っている陶磁器はありませんか？

西部３Rステーションでは、毎回大好評の『リユース陶器市』を１０月２８日(日)に開催します。

リユース（Ｒeuse）とは、ごみ減量のキーワード「３Ｒ」のひとつで、「繰り返し使いましょう」

という意味。『リユース陶器市』は、まだ十分に使えるにもかかわらず、食器棚や物置の奥に眠っ

ている不用な陶磁器を持ち込んでいただき、必要な方にお持ち帰りいただく、日本ならではの “もったいない精神“か

ら生まれた環境にやさしいイベントです。

もちろん、きれいに洗浄していれば新品じゃなくてもOK。持ち込み・持ち帰りとも無料。申込みも不要です。み

なさんもぜひ、家庭で眠っている陶磁器を持って、掘出し物をさがしにきませんか。

『夏休み親子自然観察会』を実施しました！『夏休み親子自然観察会』を実施しました！『夏休み親子自然観察会』を実施しました！『夏休み親子自然観察会』を実施しました！

横手公民館が開館した平成１０年にスタートしました。委員会発足に熱心に関わられた先輩方のパワフルな活動
が、私たちの大きな原動力となっています。環境に関する行動って、ごみの問題や食品ロスなど日々の生活に関わっ
ていることが大半で、そこに根付いていかないといけないと思うんです。そういう意味で発足時のメンバーの中に女
性の視点があったことも、大きな意味があったと思います。そんな先輩方が築いてくれた礎をしっかりと次世代へつ
なげていきたいですね。現在、メンバーは役員と各町内の委員合わせて２１名。よりよい委員会活動にしようと規
約を定め、定例会やさまざまな勉強会を行っています。横手校区の皆さんはとにかく“横手愛”が強く、子どもたち
はもちろん高齢者も皆さん元気いっぱい。学校も地域との交流をとても大切にしていて、みんなで地域を盛り上げ
よう、いっしょに子どもたちを育てていこうという気持ちが強く、その思いが私たちの活動を後押ししてくれています。

A．
Ｑ．まずは横手校区環境活動委員会について教えてください。

「３Ｒ」につながる活動をやっていこうというのが、私たちの基本テーマです。小学
５年生を対象に西部３Ｒステーションと共働で行う紙すき体験講座をはじめ、布ぞう
り作り、小学校ＰＴＡが主催する「横手祭」のリサイクル体験のワークショップ、「香蘭祭」
でのマイバッグキャンペーン、公民館で行うフリーマーケットなど、すべての活動を通
じて、地域の方に３Ｒを浸透させていくことが目的です。

A．
Ｑ．活動内容が幅広く、どの活動も活発ですね。

もともとは地域住民の意識向上を目的に、自分たちでエコバッグをデザインし、スーパー等で配布していました。
でも、せっかく校区内にファッション総合学科をもつ香蘭女子短期大学があるのだから「力を借りない手はない」と、
デザインを学生に依頼して香蘭祭でのマイバッグキャンペーンが始まりました。学校側も校内で学べないことを、地
域の人たちとのふれあいの中で学生に学ばせたいということで、お互いのメリットがぴったり合った形となり、とて
もうれしく思っています。

A．
Ｑ．香蘭祭でのマイバッグキャンペーンは地域の特色を生かした活動ですね。

いっしょに考え、行動してくれる仲間がいること、勉強したことを生活の中に取り入れ、実践できることがこの活
動の大きな魅力です。ごみの分別やマイバッグにしても意識が変われば行動が変わる、行動が変われば自然と次の
世代にもつながり、きっと環境も変わっていくはずです。今年の夏の猛暑や異常気象など、地球環境が目に見えて
変わってきていますよね。今後は地球温暖化のことや自然エネルギーのこと、食品ロスの問題など、さらに幅を広
げて勉強会などをやっていきたいと思います。

A．
Ｑ．委員会活動の魅力や今後、新たにやってみたいことなどがあれば教えて下さい。

地域活性を目的に公民館や学校、地域の人たちが連携し、校区

全体が元気いっぱいという横手校区（南区）。地域の環境に関す

る活動を盛り上げる環境活動委員会の皆さんももちろん例外ではあ

りません。年間を通じ、「３Ｒ」に関するさまざまな活動に活発に

取り組まれています。今回は環境委員会を代表して、役員の皆さ

んにお話を伺いました。
役員の皆さん

とにかく熱～い“横手愛”！地域全体で取り組む“３Ｒ”活動
横手校区環境活動委員会

子どもたちに人気の「横手祭」のリサイクル体験のワークショップと環境クイズコーナー 横手公民館の緑のカーテン

年一回「エコ発信」を発行。
校区全戸に配布している。

ご家庭の不用な陶磁器、リユースしましょう！ご家庭の不用な陶磁器、リユースしましょう！ご家庭の不用な陶磁器、リユースしましょう！

●持ち込めるもの／洗浄済みの陶磁器（食器等）で、汚れ、破損がなく、そのまま使用できるものに限ります。
●持ち込めないもの／鍋類、ガラス・木・プラスチック製品。
●対象者／市内在住、または市内に通勤・通学する方（販売業者は除く）。

日時／平成３０年１０月２８日（日）１０：３０～１５：００
　　　（持ち込みの受け付けは１４：００まで）
場所／福岡市西部３Ｒステーション１Ｆピロティ

持ち込み（無料）

●対象者／どなたでも持ち帰りできます。　※持ち帰りには必ずエコバッグをご持参ください。

持ち帰り（無料）

捨てるなんてもったいない！

夏の思い出、できたかな？

　

ご家庭の不用な陶磁器、リユースしましょう！
またまた開催！「リユース陶器市」
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●西鉄バス「三陽高校前」より徒歩約2分
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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。

1 0月の
体験講座！
すべて無料です！！

１1月の「３Ｒ実践講座」

学習
体験

活動
支援

情報
発信3R

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！

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）
Ｔ Ｅ Ｌ：092-882-3190  FAX：092-882-4580

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［ウェブサイト］ http://www.fukuoka-seibuplaza.com

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。

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

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：２Ｆ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。

生ごみ堆肥相談会
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／２Ｆ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

「エコフェスタ２０１８」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

　福岡市の家庭から出る燃えるごみのうち、約１６％が「雑がみ」と呼ばれるものです。雑がみとは
段ボールや新聞紙以外のリサイクルできる紙類のこと。その量は重さにすると年間約４万トン。木材に換算すると約８０万
本分が、リサイクルされることなく焼却処分されています。市民アンケートの結果でも約５割の人が「燃えるごみとして捨
てている」と回答しており、まだ十分に雑がみリサイクルが浸透していないのが現状です。
　紙は限りある資源。普段何気なく捨てている紙類の中に、実はリサイクルできるものがたくさんあることを改めて認識し
ておきたいものです。

つまみ細工の
花飾り

ハーブ入り“リサイクル”
せっけん作り

10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日 10:30～11:30
【定員】10名／日（先着順）
【申込】希望日の
　　　３日前まで

水曜日

●パンフレット・書籍　　　　　　●お菓子や贈答品の紙箱・包装紙
●はがきや封筒、ティッシュの箱 (ビニール部分は取り除く)　　　●郵便受けに投函されたチラシ
●ラップやアルミ、トイレットペーパーの紙芯

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。【応募方法】

ズボンでワンハンドルバッグ作り 【全３回】
日時／平成３０年１１月１日㈭、８日㈭、１５日㈭
　　　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／１０月２３日㈫必着

日時／平成３０年１１月３日（祝・土）　１０：００～１３：００
場所／西部３Ｒステーション　１階ピロティ
区画／１６区画（抽選）　※少雨決行
応募資格／市内在住、または市内に通勤・通学する２０歳以上の方（販売業者を除く）
締切／平成３０年１０月２４日㈬（必着）

日時／平成３０年１１月２３日（祝・金）　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）　※少雨決行
応募資格／市内在住、または市内に通勤・通学する２０歳以上の方（販売業者を除く）
締切／平成３０年１１月８日㈭（必着）

福岡市ごみと資源の
分け方・出し方情報サイト

持ってくるもの／ズボン１本（ほどかず、そのままでよい）。
裏布：５０㎝×１００㎝位。アップリケ用布：５０㎝×５０㎝位を３～４種類。
型紙用紙、紙用・布用はさみ、定規、裁縫道具一式、筆記用具。

大きなポケットの袖なしチュニック作り 【全３回】
日時／平成３０年１１月２日㈮、９日㈮、１６日㈮
　　　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／１０月２３日㈫必着
持ってくるもの／着物または羽織１枚（ほどいて洗い、アイロンをかけておく）。
９０～１１０㎝幅×２．６ⅿの布でも可。
型紙用紙、紙用・布用はさみ、定規、裁縫道具一式、筆記用具。

クリスマスのミニフレームキルト作り 【全３回】
日時／平成３０年１１月３日㈯、１０日㈯、２４日㈯
　　　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／１０月２４日㈬必着
持ってくるもの／グリーンの布２０㎝×２０㎝、背景になる布２５㎝×４０㎝、
茶色の布５㎝×５㎝。布の色に合った手縫い糸、しつけ糸、洗濯ばさみ３個、
紙用・布用はさみ、裁縫道具一式、筆記用具。

衣類のリフォーム教室 【全８回】
日時／平成３０年１１月７日㈬～１２月２６日㈬
　　　原則毎週水曜日　１３：００～１６：００
定員／１０名（抽選）　参加費／８００円
場所／２階研修室　応募締切／１０月２６日㈮必着

持ってくるもの／リフォームしたい洋服や着物、
型紙用紙（模造紙など）、ものさし、裁縫道具一式、筆記用具。

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福岡市西部3Rステーション情報誌

10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

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

Vol.151Vol.151
10102018.2018.

★体験講座の申込方法★ 電話、又は西部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。

●往復はがき、またはＦＡＸにて「エコフェスタ２０１８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、ご応募ください。

●往復はがき、またはＦＡＸにて「１１月の祝日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、ご応募ください。

出店料無料！出店料無料！

古布で
つるし飾り

はぎれ（布・革）で作る
ストラップ

のこり芯で
ペン立て

お花の
メモスタンド

10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

３Rとはごみ減量の環境行動を表すキーワード。Rで始まる３つの言葉「Reduce（リデュース）＝ごみを出さない」
「Reuse（リユース）＝くり返し使う」「Recycle（リサイクル）＝再び資源として使う」です。３つ目のリサイクルに
は大量のエネルギーが必要です。まずはリデュース、リユースの順に始めましょう。

雑がみ、リサイクルしていますか？雑がみ、リサイクルしていますか？雑がみ、リサイクルしていますか？
１０月は３Ｒ推進月間です！１０月は３Ｒ推進月間です！

「３R」についておさらいしましょう！

リサイクルできる紙類（雑がみ）…「地域集団回収」または「資源物回収拠点」に出しましょう！

●汚れた紙、匂いのついた紙 (洗剤や線香の箱 )
●ビニールと一体になっている紙・感熱紙 (レシート、FAXの紙 )　　　●絵具やクレヨンで描いた紙
●圧着はがき・カーボン紙 (宅配便の伝票 )　　　●冊子についているCD・DVDの袋

リサイクルできない紙類…「燃えるごみ」に出しましょう！

◎パンフレットや書籍などの大きな雑がみ
　……まとめてヒモでしばる。
◎はがきなどの小さな雑がみ
　……散らばらないよう紙袋などに入れる。

雑がみのまとめ方
資源物回収拠点は右のQRコードを

読み取るか　福岡市　ごみと資源　

で検索できます。

雑がみの出し方


