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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。

３月の「３Ｒ実践講座」

2月の
体験講座！
すべて無料です！！

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（休日の場合は開館し、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：２階啓発コーナー　　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
出店料
無料！

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／２階啓発コーナー　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

スーパーやコンビニエンスストアなどで購入した商品を入れてもらう“レジ袋”。近年は有料化やマイ

バッグ持参によるポイント付加制度等を導入する店も多く、自ら進んでレジ袋を断る人が増えてきました。

とはいえ、国内で生じるプラスチックごみ約９００万トンのうち、約４００万トンはレジ袋や容器包装、

ペットボトル等の使い捨てプラスチックです。近年、このようなプラスチックごみによる海洋汚染と、そ

れを原因とする海洋生物への健康被害が、世界中で深刻な問題となっています。

環境省は昨年、プラスチックの３R（リデュース・リユース・リサイクル）を推進するため、レジ袋の

有料化を義務付けることなどを盛り込んだ「プラスチック資源循環戦略（素案）」を提示。２０３０年ま

でにレジ袋やペットボトルをはじめとする容器包装等の使い捨てプラスチックの排出量を２５％減らす目

標を掲げました。

国民一人当たりの使い捨てプラスチックの使用量がアメリカに次いで２位の日本。日本ではリサイクル

されないペットボトルが年間３８億本ほど発生しているとされています。また、中国やタイが廃プラスチッ

クの輸入を禁じたことにより、その量はますます増えることが予想されます。

大切なのは“プラスチックごみの量を減らすこと”。リサイクルが追いつかないとなれば、提供するメー

カーや使う側の私たちが意識を変えていかなければなりません。決して遠くない未来の環境汚染から自分

自身を守るために、便利さに頼りがちな生活

をほんの少し改めてみませんか。まずはレジ

袋を断る、マイボトル（水筒）を持参するなど、

できることから始めましょう！

★体験講座の申込方法★ 電話、または西部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。

参考：環境省HP

日時／平成３１年３月１０日㈰　１０：３０～１５：３０

場所／西区役所駐車場

区画／１６区画（抽選）　※雨天中止

応募資格／市内在住、または市内に通勤・通学する

　　　　　２０歳以上の人（販売業者を除く）

締切／平成３１年２月２３日㈯（必着）

往復はがき、またはＦＡＸにて「西区環境フェスタ２０１９フリーマーケット希望」と
ご記入のうえ、住所、氏名、年齢、電話番号を必ず明記し、ご応募ください。

【応募方法】
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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】

つまみ細工の
花飾り

古布で
つるし飾り

はぎれ（布・革）で作る
ストラップ

牛乳パックで
紙すき体験

ロール芯で
ペン立て

お花の
メモスタンド

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

10:30～15:00
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

端切れで四角つなぎのバッグ作り 【全４回】
日時／平成３１年３月１日㈮、８日㈮、１５日㈮
　　　２２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／２月２２日㈮必着
持ってくるもの／
パッチワーク用布：２種類以上（２種類の場合は各３０cm×５０㎝程度）。
口布：５０㎝×３５㎝１枚。印付け用ペン（チャコペン等見えやすい色のもの）。
布用はさみ、まち針、手縫い糸（６０番手）等、裁縫道具一式。筆記用具。

着物でピンタックワンピース作り 【全３回】
日時／平成３１年３月６日㈬、１３日㈬、２０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／２月２２日㈮　必着
持ってくるもの／
着物１枚（絣や紬など。ピンタックを入れるのであまり厚手でないもの。
ほどいて洗いアイロンをかけておく）。洋服地でもよい（着物１着分程度）。
型紙用紙、ものさし、布用・紙用はさみ、裁縫道具一式、筆記用具。

残り布でショルダーバッグ作り 【全３回】
日時／平成３１年３月７日㈭、１４日㈭、２８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／２月２２日㈮必着

持ってくるもの／布：１１０㎝×５０㎝程度を３～４種類。
型紙用紙、定規、布用・紙用はさみ、裁縫道具一式、筆記用具。

帯でボストンバッグ作り 【全２回】
日時／平成３１年３月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／２月２２日㈮必着
持ってくるもの／帯１本（名古屋帯でも可）。
裏布：９０㎝～１１０㎝幅×１１０㎝（木綿等）。ファスナー：長さ６０㎝×１本
（帯地の色に合うもの）。型紙用紙、定規、紙用・布用はさみ、裁縫道具一式、筆記用具。
※ファスナーはオープンファスナーでない、メタルまたはコイルファスナーがおすすめです。

「西区環境フェスタ２０１９」
フリーマーケット出店者募集！

レジ袋をきっかけに、レジ袋をきっかけに、レジ袋をきっかけに、レジ袋をきっかけに、
“使い捨てプラスチックごみ”について“使い捨てプラスチックごみ”について“使い捨てプラスチックごみ”について“使い捨てプラスチックごみ”について

考えてみませんか？考えてみませんか？考えてみませんか？考えてみませんか？



大好評イベント「リユース陶器市」を開催します。

「リユース陶器」大放出！

◇日時：平成３１年３月１０日（日）　１０：３０～１６：００
　　　　（各コーナーは１５：３０まで。ホールイベントは１６：００まで）
◇会場：西市民センター及び西区役所駐車場
　　　　（西区内浜１－４－１　ＪＲ・地下鉄姪浜駅より徒歩３分）

　西区役所と西部３Ｒステーションが主催する市民参加型の環境啓発イ
ベント『西区環境フェスタ２０１９』。今年は“地球を救う３Ｒ”をテーマ
に３月１０日（日）、西市民センター及び西区役所駐車場で開催します。
　フリーマーケットやワークショップ、華やかなステージイベントなど楽しさ満載。ご家族やお友達といっしょ
に楽しく、ごみ減量・省エネのキーワード「３Ｒ」について学んでみませんか？

　西部３Ｒステーションでは毎回大好評のフリーマーケットを実施。あなたの欲しかった品物や掘り出し物に
出会うチャンスです。また、３Ｒ実践講座講師によるワークショップでは、デニムを使って簡単にできる「古布
でコサージュ作り」を行います。
　さらに、おとな（衣類）と子ども（おもちゃ）の「かえっこバザール」や、読み終えた本を持ち寄り自由に持ち帰
ることができる「ＢＯＯＫＢＯＯＫ本市」、環境ボランティア団体の皆さんによる各種ワークショップ、和太鼓
や演劇、ダンスなどのステージイベント、飲食コーナーなど、老若男女問わず楽しめ
る内容が盛りだくさんです。
　福岡市環境局による古着回収ブースでは、不用になった衣類の引き取りを行います。
洗濯済みであれば破れていてもＯＫ（ただし下着や防寒着、皮革製品等は不可）。ぜひ
この機会にリサイクルにご協力ください。
　場内ではスタンプラリーも実施。さまざまなエコ体験をしてスタンプを集めた人に
は先着で景品を差しあげます。

　毎回大好評の「リユース陶器市」。今回は市民の皆さんから、これまでにたくさん提供していただい
たリユース陶磁器を大放出！会場にずらりと並んだ皿やカップ、小鉢や茶器など、さまざまな種類の
陶磁器のなかから、好きなものを好きなだけお持ち帰りいただけます。掘り出し物を探しにぜひご来
館ください。

「西区環境フェスタ２０１９」で「西区環境フェスタ２０１９」で「西区環境フェスタ２０１９」で

角さんとはたまたま茶道のお稽古で顔を合わせ、同じ民生委員として活動
していたことがきっかけでいろいろお話しするうちに、「地域のために何かで
きることをしたいね」と意見が一致し、この会を立ち上げました。周囲の人
に少しづつ声掛けして、現在、３０～７０歳代まで２０名のメンバーが参加し
てくれています（森岡さん）。地域のために何かやりたいという人が集まり「で
きるときに、できる人が、できることを無理なく、楽しくやろう」をモットー
に活動しています（角さん）。

A．
Ｑ．発足のきっかけを教えてください。

メンバーそれぞれが、「これならできる」ということを持ち寄ったおかげですね。
入部公民館を拠点として、毎月第３土曜日に来れる人だけが集まっています。午前
中は地域の人と交流する「地域おしゃべりカフェ」。おしゃべりだけで過ごす日も
ありますが、新聞紙や牛乳パックを使ったエコ工作や廃油せっけん作り、古布や端
切れでできる布ぞうりや小物作りなどを行います。午後は主に小学生を対象とした
「子ども茶道教室」。地域の人から要らなくなった浴衣を寄付してもらい、子どもた
ちに着せて、日本の伝統文化の雰囲気を体験してもらいます。低学年からずっと続
けている６年生の子どもたちは自分で浴衣を着て、脱いだ浴衣をきちんと畳めるよ
うになりました。
そのほか夏休みに１人で昼食をとっている子どもたちを招待する「夏休みこどもラ
ンチ会」や、小学生の学習支援、小学校のトイレ磨き、フリーマーケットや古着の
回収、高齢者を対象とした施設やサロンのお手伝いなどさまざまです。

A．
Ｑ．活動内容がとても幅広いですね。

はい。フリーマーケットは「“もったいない”の精神で家庭に眠っ
ているものを必要としている方へ」という取り組みで、年に２回
公民館で開催しています。フリーマーケットや回収した古着をファ
イバーリサイクルセンターに持ち込んで得た収益は、通学地域が
広い入部校区の通学路に時計を設置するための資金として、３年
計画で取り組んでいます。

A．

Ｑ．フリーマーケットや古着回収は地域で
　　心待ちにしている方も多いそうですね。

会員の皆さんがボランティア精神にあふれた方ばかりで、いつもニコニコ元気に活動してくださり、
頭が下がる思いです。最初は手探りで始めた活動ですが、仲間や地域の人たちとの出会いや交流が本
当に楽しいですね。家にじっとしていても決して味わえない喜びです。これからも無理せずお互いに助
け合いながら、それぞれが得意分野を活かして、地道にコツコツ、続けていけたらうれしいです。

A．
Ｑ．とてもやりがいのある活動ですね。

早良区・入部校区で、「思いやりのある入部・やさしい入部・
きれいな入部」を目標に活動を続けている「入部ボランティア」
の皆さん。地域の環境をより良くしたいという思いで平成２７年４
月に発足。平成２８・２９年度には「福岡市エコ発する事業」
に認定され、地域に根差したさまざまな活動を行っています。今
回は入部小学校のトイレ清掃活動中におじゃまして、会の発起人
である代表・森岡ミナコさん、角美恵子さんにお話を伺いました。

地域のために、できるときにできる人が楽しみながら
入部ボランティア

年２回のフリーマーケット

専用の洗剤で小学校のトイレ磨き

子どもを対象に夏休みのエコ工作

フリーマーケット（昨年の様子）

「古布でコサージュ作り」
（見本）

「西区環境フェスタ２０１９」で
楽しみながら環境を学ぼう！
西区ｅｃｏ特区宣言！～地球を救う３Ｒ～

●入場無料　●手話通訳あり　●雨天決行（フリーマーケットのみ雨天中止）
●必ずマイバッグをお持ちください。レジ袋はありません。　※一部、有料コーナーがあります。

◇日時：平成３１年２月１０日（日）・１１日（祝・月）の２日間　１０：００～１５：００
◇場所：西部３Rステーション　２階研修室

※今回は持ち帰りのみ。持ち込みはできませんので、ご了承ください。レジ袋のご用意はありません。
　必ずマイバッグをご持参ください。

注）リユース陶磁器は新品ではありません。各ご家庭で不用になった陶磁器を洗浄してご提供いただき、
　　リユース（再使用）していただくイベントです。

大好評イベント「リユース陶器市」を開催します。

「リユース陶器」大放出！
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　　　　（各コーナーは１５：３０まで。ホールイベントは１６：００まで）
◇会場：西市民センター及び西区役所駐車場
　　　　（西区内浜１－４－１　ＪＲ・地下鉄姪浜駅より徒歩３分）

　西区役所と西部３Ｒステーションが主催する市民参加型の環境啓発イ
ベント『西区環境フェスタ２０１９』。今年は“地球を救う３Ｒ”をテーマ
に３月１０日（日）、西市民センター及び西区役所駐車場で開催します。
　フリーマーケットやワークショップ、華やかなステージイベントなど楽しさ満載。ご家族やお友達といっしょ
に楽しく、ごみ減量・省エネのキーワード「３Ｒ」について学んでみませんか？

　西部３Ｒステーションでは毎回大好評のフリーマーケットを実施。あなたの欲しかった品物や掘り出し物に
出会うチャンスです。また、３Ｒ実践講座講師によるワークショップでは、デニムを使って簡単にできる「古布
でコサージュ作り」を行います。
　さらに、おとな（衣類）と子ども（おもちゃ）の「かえっこバザール」や、読み終えた本を持ち寄り自由に持ち帰
ることができる「ＢＯＯＫＢＯＯＫ本市」、環境ボランティア団体の皆さんによる各種ワークショップ、和太鼓
や演劇、ダンスなどのステージイベント、飲食コーナーなど、老若男女問わず楽しめ
る内容が盛りだくさんです。
　福岡市環境局による古着回収ブースでは、不用になった衣類の引き取りを行います。
洗濯済みであれば破れていてもＯＫ（ただし下着や防寒着、皮革製品等は不可）。ぜひ
この機会にリサイクルにご協力ください。
　場内ではスタンプラリーも実施。さまざまなエコ体験をしてスタンプを集めた人に
は先着で景品を差しあげます。

　毎回大好評の「リユース陶器市」。今回は市民の皆さんから、これまでにたくさん提供していただい
たリユース陶磁器を大放出！会場にずらりと並んだ皿やカップ、小鉢や茶器など、さまざまな種類の
陶磁器のなかから、好きなものを好きなだけお持ち帰りいただけます。掘り出し物を探しにぜひご来
館ください。

「西区環境フェスタ２０１９」で「西区環境フェスタ２０１９」で「西区環境フェスタ２０１９」で

角さんとはたまたま茶道のお稽古で顔を合わせ、同じ民生委員として活動
していたことがきっかけでいろいろお話しするうちに、「地域のために何かで
きることをしたいね」と意見が一致し、この会を立ち上げました。周囲の人
に少しづつ声掛けして、現在、３０～７０歳代まで２０名のメンバーが参加し
てくれています（森岡さん）。地域のために何かやりたいという人が集まり「で
きるときに、できる人が、できることを無理なく、楽しくやろう」をモットー
に活動しています（角さん）。

A．
Ｑ．発足のきっかけを教えてください。

メンバーそれぞれが、「これならできる」ということを持ち寄ったおかげですね。
入部公民館を拠点として、毎月第３土曜日に来れる人だけが集まっています。午前
中は地域の人と交流する「地域おしゃべりカフェ」。おしゃべりだけで過ごす日も
ありますが、新聞紙や牛乳パックを使ったエコ工作や廃油せっけん作り、古布や端
切れでできる布ぞうりや小物作りなどを行います。午後は主に小学生を対象とした
「子ども茶道教室」。地域の人から要らなくなった浴衣を寄付してもらい、子どもた
ちに着せて、日本の伝統文化の雰囲気を体験してもらいます。低学年からずっと続
けている６年生の子どもたちは自分で浴衣を着て、脱いだ浴衣をきちんと畳めるよ
うになりました。
そのほか夏休みに１人で昼食をとっている子どもたちを招待する「夏休みこどもラ
ンチ会」や、小学生の学習支援、小学校のトイレ磨き、フリーマーケットや古着の
回収、高齢者を対象とした施設やサロンのお手伝いなどさまざまです。

A．
Ｑ．活動内容がとても幅広いですね。

はい。フリーマーケットは「“もったいない”の精神で家庭に眠っ
ているものを必要としている方へ」という取り組みで、年に２回
公民館で開催しています。フリーマーケットや回収した古着をファ
イバーリサイクルセンターに持ち込んで得た収益は、通学地域が
広い入部校区の通学路に時計を設置するための資金として、３年
計画で取り組んでいます。

A．

Ｑ．フリーマーケットや古着回収は地域で
　　心待ちにしている方も多いそうですね。

会員の皆さんがボランティア精神にあふれた方ばかりで、いつもニコニコ元気に活動してくださり、
頭が下がる思いです。最初は手探りで始めた活動ですが、仲間や地域の人たちとの出会いや交流が本
当に楽しいですね。家にじっとしていても決して味わえない喜びです。これからも無理せずお互いに助
け合いながら、それぞれが得意分野を活かして、地道にコツコツ、続けていけたらうれしいです。

A．
Ｑ．とてもやりがいのある活動ですね。

早良区・入部校区で、「思いやりのある入部・やさしい入部・
きれいな入部」を目標に活動を続けている「入部ボランティア」
の皆さん。地域の環境をより良くしたいという思いで平成２７年４
月に発足。平成２８・２９年度には「福岡市エコ発する事業」
に認定され、地域に根差したさまざまな活動を行っています。今
回は入部小学校のトイレ清掃活動中におじゃまして、会の発起人
である代表・森岡ミナコさん、角美恵子さんにお話を伺いました。

地域のために、できるときにできる人が楽しみながら
入部ボランティア

年２回のフリーマーケット

専用の洗剤で小学校のトイレ磨き

子どもを対象に夏休みのエコ工作

フリーマーケット（昨年の様子）

「古布でコサージュ作り」
（見本）

「西区環境フェスタ２０１９」で
楽しみながら環境を学ぼう！
西区ｅｃｏ特区宣言！～地球を救う３Ｒ～

●入場無料　●手話通訳あり　●雨天決行（フリーマーケットのみ雨天中止）
●必ずマイバッグをお持ちください。レジ袋はありません。　※一部、有料コーナーがあります。

◇日時：平成３１年２月１０日（日）・１１日（祝・月）の２日間　１０：００～１５：００
◇場所：西部３Rステーション　２階研修室

※今回は持ち帰りのみ。持ち込みはできませんので、ご了承ください。レジ袋のご用意はありません。
　必ずマイバッグをご持参ください。

注）リユース陶磁器は新品ではありません。各ご家庭で不用になった陶磁器を洗浄してご提供いただき、
　　リユース（再使用）していただくイベントです。

大好評イベント「リユース陶器市」を開催します。

「リユース陶器」大放出！
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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。

３月の「３Ｒ実践講座」

2月の
体験講座！
すべて無料です！！

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（休日の場合は開館し、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：２階啓発コーナー　　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
出店料
無料！

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／２階啓発コーナー　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

スーパーやコンビニエンスストアなどで購入した商品を入れてもらう“レジ袋”。近年は有料化やマイ

バッグ持参によるポイント付加制度等を導入する店も多く、自ら進んでレジ袋を断る人が増えてきました。

とはいえ、国内で生じるプラスチックごみ約９００万トンのうち、約４００万トンはレジ袋や容器包装、

ペットボトル等の使い捨てプラスチックです。近年、このようなプラスチックごみによる海洋汚染と、そ

れを原因とする海洋生物への健康被害が、世界中で深刻な問題となっています。

環境省は昨年、プラスチックの３R（リデュース・リユース・リサイクル）を推進するため、レジ袋の

有料化を義務付けることなどを盛り込んだ「プラスチック資源循環戦略（素案）」を提示。２０３０年ま

でにレジ袋やペットボトルをはじめとする容器包装等の使い捨てプラスチックの排出量を２５％減らす目

標を掲げました。

国民一人当たりの使い捨てプラスチックの使用量がアメリカに次いで２位の日本。日本ではリサイクル

されないペットボトルが年間３８億本ほど発生しているとされています。また、中国やタイが廃プラスチッ

クの輸入を禁じたことにより、その量はますます増えることが予想されます。

大切なのは“プラスチックごみの量を減らすこと”。リサイクルが追いつかないとなれば、提供するメー

カーや使う側の私たちが意識を変えていかなければなりません。決して遠くない未来の環境汚染から自分

自身を守るために、便利さに頼りがちな生活

をほんの少し改めてみませんか。まずはレジ

袋を断る、マイボトル（水筒）を持参するなど、

できることから始めましょう！

★体験講座の申込方法★ 電話、または西部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。

参考：環境省HP

日時／平成３１年３月１０日㈰　１０：３０～１５：３０

場所／西区役所駐車場

区画／１６区画（抽選）　※雨天中止

応募資格／市内在住、または市内に通勤・通学する

　　　　　２０歳以上の人（販売業者を除く）

締切／平成３１年２月２３日㈯（必着）

往復はがき、またはＦＡＸにて「西区環境フェスタ２０１９フリーマーケット希望」と
ご記入のうえ、住所、氏名、年齢、電話番号を必ず明記し、ご応募ください。

【応募方法】

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
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222019.2019.

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】

つまみ細工の
花飾り

古布で
つるし飾り

はぎれ（布・革）で作る
ストラップ

牛乳パックで
紙すき体験

ロール芯で
ペン立て

お花の
メモスタンド

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

10:30～15:00
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

端切れで四角つなぎのバッグ作り 【全４回】
日時／平成３１年３月１日㈮、８日㈮、１５日㈮
　　　２２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／２月２２日㈮必着
持ってくるもの／
パッチワーク用布：２種類以上（２種類の場合は各３０cm×５０㎝程度）。
口布：５０㎝×３５㎝１枚。印付け用ペン（チャコペン等見えやすい色のもの）。
布用はさみ、まち針、手縫い糸（６０番手）等、裁縫道具一式。筆記用具。

着物でピンタックワンピース作り 【全３回】
日時／平成３１年３月６日㈬、１３日㈬、２０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／２月２２日㈮　必着
持ってくるもの／
着物１枚（絣や紬など。ピンタックを入れるのであまり厚手でないもの。
ほどいて洗いアイロンをかけておく）。洋服地でもよい（着物１着分程度）。
型紙用紙、ものさし、布用・紙用はさみ、裁縫道具一式、筆記用具。

残り布でショルダーバッグ作り 【全３回】
日時／平成３１年３月７日㈭、１４日㈭、２８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／２月２２日㈮必着

持ってくるもの／布：１１０㎝×５０㎝程度を３～４種類。
型紙用紙、定規、布用・紙用はさみ、裁縫道具一式、筆記用具。

帯でボストンバッグ作り 【全２回】
日時／平成３１年３月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／２月２２日㈮必着
持ってくるもの／帯１本（名古屋帯でも可）。
裏布：９０㎝～１１０㎝幅×１１０㎝（木綿等）。ファスナー：長さ６０㎝×１本
（帯地の色に合うもの）。型紙用紙、定規、紙用・布用はさみ、裁縫道具一式、筆記用具。
※ファスナーはオープンファスナーでない、メタルまたはコイルファスナーがおすすめです。

「西区環境フェスタ２０１９」
フリーマーケット出店者募集！

レジ袋をきっかけに、レジ袋をきっかけに、レジ袋をきっかけに、レジ袋をきっかけに、
“使い捨てプラスチックごみ”について“使い捨てプラスチックごみ”について“使い捨てプラスチックごみ”について“使い捨てプラスチックごみ”について

考えてみませんか？考えてみませんか？考えてみませんか？考えてみませんか？


