
西部３Ｒステーション  講座・イベント情報

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

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？

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。

裂き織り体験！コースター作り

体 験 コ ー ナー！

往復ハガキ、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。
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●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

電話かFAX、または西部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、お申込みください。【体験コーナーの申込方法】

 毎日  10:30～15:00
のうち、60分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

ハーブ入り “リサイクル” 石けん作り

 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

革や布を使った
ストラップ作り
  毎日  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

牛乳パックで紙すき体験

  毎日  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

ボタン ｄｅ スタンプ作り

  毎日  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

卵パックでお花の壁飾り作り

  毎日  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

卵パックで
バラのリース作り

3 R 実 践 講 座

日時／平成28年3月1日（火）、4日（金）、
　　　11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／ 2月20日（土）必着
持ってくるもの／
着物地2種類、型
紙用紙、
裁縫道具一式

• 着物地でコート作り【全3回】

日時／平成28年3月9日（水）、16日（水）、
　　　23日（水）13:00～16:00
場所／研修室　定員／15名（抽選）
参加費／ 500円
応募締切／ 2月23日（火）必着
持ってくるもの／
着物（かすり、つ
むぎ、ウール等）
一 着 分、型 紙 用
紙、定規、裁縫道
具一式

• 着物から簡単ピンタック
　ワンピース作り【全3回】

毎週開催 すべて無料です

応募方法

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

生ごみ堆肥相談会

ダンボールコンポスト講習会

日時／平成28年３月13日（日）10：30～16：00
場所／西部地域交流センター「さいとぴあ」
　　　（福岡市西区西都２丁目１－１
　　　JR九大学研都市駅南口から徒歩１分）
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、市内在住の方）
締切／平成28年2月23日（火）（必着）

●往復はがき（１人１枚）に「西区環境フェスタ2016フリー
マーケット希望」と記入のうえ、住所、年齢、電話番号を明記
し、ご応募ください。

西区環境フェスタ2016
フリーマーケット出店者募集

トイレットペーパーの芯で
クラフト工作
 毎日  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

 毎日  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

出店料
無料！
出店料
無料！

着物地で作った「梅とうぐいす」の飾り
（小毛田佳代子さん作品）
着物地で作った「梅とうぐいす」の飾り
（小毛田佳代子さん作品）

日時／平成28年3月3日（木）、10日（木）、
　　　17日(木)、24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／ 2月23日（火）必着
持ってくるもの／着物2
種類…ほどいて洗い、アイ
ロン済のもの、フード用カ
ラーループ（ひも）120㎝

（太さ：中）、ループ止め2
個、ボタン（直径1.8～2.4
㎝）3個、型紙用紙、ものさ
し（50㎝）、裁縫道具一式

• フード付リバーシブルベスト作り【全4回】

寒い冬は家の中で過ごす時間も長いもの。そんな時はゆっくり読書を楽しむのもいいですね。皆さんは読み終えて不用になった本を
どうしていますか？読まないとわかっている本を眠らせておくのはもったいないと思ったら、ぜひ西部3Rステーションにお持ち込み
下さい。西部3Rステーションでは市民の皆さんに無償で提供していただいた図書を、希望者に差し上げるリユース事業を行っています。

３Ｒステーションの図書コーナーをご存知ですか？３Ｒステーションの図書コーナーをご存知ですか？
不用な図書の受入れと提供、貸出しコーナーもご利用ください！不用な図書の受入れと提供、貸出しコーナーもご利用ください！
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手前が提供図書、奥が貸出図書コーナー

《お引取りできる物》
　●単行本・文庫本・児童書・実用書等で汚損（日焼け含む）、破損、落丁のないもの。
　　なお辞典、辞書、学習参考書等は発行から10年以内、旅行ガイドブックなど、

情報の新しさが求められるものは発行から３年以内のもの。

《お引取りできない物》
　●週刊誌・月刊誌・専門書。
　●汚損（日焼け含む）、破損、落丁のあるもの。

《ご利用時間》受入れ：午前10時～午後４時
 提　供：午前10時～午後５時　
※受入れが可能かどうかの判断が難しい場合は、事前にお問い合わせください。
※郵送等による受入れは行っていません。直接２階受付へお持ち込み下さい。
※お引取りできなかった図書が不要の場合は、ひもでまとめて当館に設置の紙リサイクルボックスで回収できます。
※図書の提供は、お一人一日１回、冊数に上限を設けています（１回の提供冊数は在庫数等により変動することがあります）。

　3Rステーションでは環境に関わるさまざまなジャンルの図書の貸出しも行っています。大気汚
染やごみ、地球温暖化など環境問題の専門書から、児童書、リサイクルもの作りやエコクッキン
グなどの実用書まで、約300冊の蔵書があります。ぜひご利用ください。

※貸出・返却には図書貸出券が必要です。初めてご利用される方は現住所、氏名が確認できる運転免許証や健
康保険証、学生証などを持参の上、ご来館ください。

●貸出冊数：一人３冊まで。貸出期間は２週間。
●貸出時間：開館日の午前10時～午後５時。
●貸出対象：福岡市在住者および、市内に通勤・通学されている方。

【図書の受入れ・提供について】

【図書の貸出しについて】



入場
無料
マイバッグを持参してね

!

西区環境フェスタ２０１６西区環境フェスタ２０１６
西区eco特区宣言！～わくわく♪３Ｒ～

　一年を通して出荷される白菜ですが、甘みと水分をたっぷり蓄えて美味しい
のは、やはり晩秋から冬の時期です。選ぶときのポイントは上までぎゅっと結球
して、ずっしりと重みがあるもの。カットされている場合は中の葉が黄味を帯
び、断面が平らなものを選びましょう。
　白菜はそのほとんどが水分ですが、比較的豊富なのがカリウム、カルシウムな
どのミネラル。またビタミン類もバランスよく含まれています。

の野菜をまるごと食べよう!

　家庭で眠っているタオルを利用して作った“タオル帽子”
を、抗がん剤治療の副作用で脱毛に悩む患者さんや被災地
の高齢者の方々に贈る活動をしているエフロクの皆さん。
今回はその代表である塩塚喜美子さんに、ひと針ひと針に
込めた思いを伺いました。

Ｑ．まずは“エフロク”についてご紹介ください。
Ａ．家庭で使わないままになっているいただきものなどの
タオルをリユースして、何か作れないかという思いか
らスタートしたボランティアグループで、発足6年目に
なります。現在は50～80歳代までの女性20人で、主
にタオル帽子を作る活動しています。ほとんどのメン
バーが西区の「環境サポーター養成講座」の受講生と
いうことで環境意識も高く、明るく楽しく活動してい
ます。

Ｑ．具体的な活動内容を教えてください。
Ａ．普段は希望する方にタオル帽子の作り方を講習したり、
自分たちの作った帽子をがん患者さんに届ける活動を
しています。お気に入りのタオルを患者さんにお持ち
いただいて作ることもできます。東日本大震災の直後、
岩手ホスピスの会を通じて被災地へ冬はタオル帽子と
リストウオーマー、夏はクールマフラーを送りました。

Ｑ．活動を通して印象に残った事はありますか？
Ａ．東日本大震災のボランティア活動を通して、「1人では
できないことも、みんなで協力し合えば大きな力になる」ということを体験しました。震災支援に集
まったボランティアの方たちは今もタオル帽子作りに協力してくれています。

　　被災地の高齢者の方々が喜んでくださっているという言葉をいただいたときはうれしかったですね。
また、講座に参加された方から病気になった知人にタオル帽子をプレゼントして喜ばれましたとご連
絡いただいたりします。こうやってお役に立てたときは、いっそうやり甲斐を感じます。

　　タオル帽子は脱毛の不安やストレスを和らげてもらえる帽子
です。タオル生地で作った帽子は頭皮への刺激も少なく、お
手入れも簡単なので安心して着用していただけます。

　　私たちも一枚のタオルを通して、「必要とされる方のために」
という思いを形にすることで、メンバー全員に一体感が生ま
れています。

Ｑ．今後の目標、くるくる便り読者にメッセージがあればお願い
します。

Ａ．エフロクのモットーは「できることを、できるときに、でき
る人が」です。無理せず、一年でも長く活動を続けていくこ
とが目標ですね。

　　メンバーは自分の住んでいる地域でエフロクの活動をPRし、
タオルを集めています。皆さんのご家庭で眠っているタオル
を、患者さんのために活用できるよう、どうぞご協力くださ
い。また、タオル帽子はどなたにも作れます。ぜひ一度いっ
しょに作ってみませんか？

●活 動 日：毎月第3金曜日　10：00～14：00
●活動場所：西部3Rステーション

一枚のタオルを通して思いを形に
タオル帽子ボランティア　エフロク

患者さんのために心をこめて。

笑顔がステキなエフロクのみなさん

肌にやさしいタオル帽子

材　料

作り方

ベスタの楽エコ料理塾より

※写真は昨年の様子

旬旬

白菜リゾット
★白菜300gの葉と芯の部分を2種類のレシピで使い切ろう!

白菜

part.6

　西区役所と福岡市西部3Rステーション共催の環境啓発イベント「西区環境フェスタ2016」を、3月13日（日）、西
部地域交流センター「さいとぴあ」で開催します。
　3Rステーション主催のフリーマーケット（20区画）や、3R実践講座の講師による「古布とつばきのブローチ作
り」、リフォーム服や小物等の販売は必見です。
　ほかにもおとな（衣類）と子ども（おもちゃ）の「かえっこバザール」やボランティア団体による廃材を利用したもの
作りのワークショップ、フードコーナーなど楽しいエコ体験が盛りだくさん。ステージでも音楽やダンス、クイズと
いった多彩なイベントが行われ、会場をにぎやかに演出します。
　さらに当日、エコ体験に参加してスタンプを集めるスタンプラリーに参加した方には、もれなく景品をプレゼン
ト。春の一日、ご家族やお友だちといっしょに、エコ体験やステージイベントで盛り上がりましょう！

春の一日、エコ体験とステージイベントで盛り上がろう！

かえっこバザール ワークショップ

古布とつばきの実で
作るブローチ

たくさんの人で賑わうフリーマーケット

Ａ（白菜の芯部分200g、ベーコン２枚、固形コンソ
メ１個、水100㏄、ごはん１膳）、牛乳50㏄、とろけ
るチーズ大さじ２、塩少々

①白菜を小さめの短冊切
りにする。
②Ａの材料を鍋に入れ、
白菜が柔らかくなるまで
弱火で約15分ほど煮る。
③②に牛乳を入れ、全体
がなじむ程度に煮て、塩
で味を調え、仕上げに
チーズをのせる。チーズ
がとけたら出来上がり。

材　料

作り方

白菜バーグ
Ａ（白菜の葉の部分100g、合挽きミンチ150g、卵１
個、塩小さじ１、パン粉大さじ２）、油大さじ１
ソース（トマトケチャップ大さじ２、ウスターソース
大さじ１、みりん大さじ1）

①白菜の葉はみじん切りに
し、絞って水気をきっておく。
②Ａの材料をボウルに入れ、
よくこねて４等分にする。
③温めたフライパンに油を入
れ、②を中火～弱火で両面を焼
く。
④焼きあがったら弱火にして、
合わせたソースをからめる。

日時：平成28年3月13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）
場所：西部地域交流センター「さいとぴあ」
　　　（福岡市西区西都２丁目１－１  JR九大学研都市駅南口から徒歩１分）
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まったボランティアの方たちは今もタオル帽子作りに協力してくれています。

　　被災地の高齢者の方々が喜んでくださっているという言葉をいただいたときはうれしかったですね。
また、講座に参加された方から病気になった知人にタオル帽子をプレゼントして喜ばれましたとご連
絡いただいたりします。こうやってお役に立てたときは、いっそうやり甲斐を感じます。

　　タオル帽子は脱毛の不安やストレスを和らげてもらえる帽子
です。タオル生地で作った帽子は頭皮への刺激も少なく、お
手入れも簡単なので安心して着用していただけます。

　　私たちも一枚のタオルを通して、「必要とされる方のために」
という思いを形にすることで、メンバー全員に一体感が生ま
れています。

Ｑ．今後の目標、くるくる便り読者にメッセージがあればお願い
します。

Ａ．エフロクのモットーは「できることを、できるときに、でき
る人が」です。無理せず、一年でも長く活動を続けていくこ
とが目標ですね。

　　メンバーは自分の住んでいる地域でエフロクの活動をPRし、
タオルを集めています。皆さんのご家庭で眠っているタオル
を、患者さんのために活用できるよう、どうぞご協力くださ
い。また、タオル帽子はどなたにも作れます。ぜひ一度いっ
しょに作ってみませんか？

●活 動 日：毎月第3金曜日　10：00～14：00
●活動場所：西部3Rステーション

一枚のタオルを通して思いを形に
タオル帽子ボランティア　エフロク

患者さんのために心をこめて。

笑顔がステキなエフロクのみなさん

肌にやさしいタオル帽子

材　料

作り方

ベスタの楽エコ料理塾より

※写真は昨年の様子

旬旬

白菜リゾット
★白菜300gの葉と芯の部分を2種類のレシピで使い切ろう!

白菜

part.6

　西区役所と福岡市西部3Rステーション共催の環境啓発イベント「西区環境フェスタ2016」を、3月13日（日）、西
部地域交流センター「さいとぴあ」で開催します。
　3Rステーション主催のフリーマーケット（20区画）や、3R実践講座の講師による「古布とつばきのブローチ作
り」、リフォーム服や小物等の販売は必見です。
　ほかにもおとな（衣類）と子ども（おもちゃ）の「かえっこバザール」やボランティア団体による廃材を利用したもの
作りのワークショップ、フードコーナーなど楽しいエコ体験が盛りだくさん。ステージでも音楽やダンス、クイズと
いった多彩なイベントが行われ、会場をにぎやかに演出します。
　さらに当日、エコ体験に参加してスタンプを集めるスタンプラリーに参加した方には、もれなく景品をプレゼン
ト。春の一日、ご家族やお友だちといっしょに、エコ体験やステージイベントで盛り上がりましょう！

春の一日、エコ体験とステージイベントで盛り上がろう！

かえっこバザール ワークショップ

古布とつばきの実で
作るブローチ

たくさんの人で賑わうフリーマーケット

Ａ（白菜の芯部分200g、ベーコン２枚、固形コンソ
メ１個、水100㏄、ごはん１膳）、牛乳50㏄、とろけ
るチーズ大さじ２、塩少々

①白菜を小さめの短冊切
りにする。
②Ａの材料を鍋に入れ、
白菜が柔らかくなるまで
弱火で約15分ほど煮る。
③②に牛乳を入れ、全体
がなじむ程度に煮て、塩
で味を調え、仕上げに
チーズをのせる。チーズ
がとけたら出来上がり。

材　料

作り方

白菜バーグ
Ａ（白菜の葉の部分100g、合挽きミンチ150g、卵１
個、塩小さじ１、パン粉大さじ２）、油大さじ１
ソース（トマトケチャップ大さじ２、ウスターソース
大さじ１、みりん大さじ1）

①白菜の葉はみじん切りに
し、絞って水気をきっておく。
②Ａの材料をボウルに入れ、
よくこねて４等分にする。
③温めたフライパンに油を入
れ、②を中火～弱火で両面を焼
く。
④焼きあがったら弱火にして、
合わせたソースをからめる。

日時：平成28年3月13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）
場所：西部地域交流センター「さいとぴあ」
　　　（福岡市西区西都２丁目１－１  JR九大学研都市駅南口から徒歩１分）



西部３Ｒステーション  講座・イベント情報

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

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？

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。

裂き織り体験！コースター作り

体 験 コ ー ナー！

往復ハガキ、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。

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

電話かFAX、または西部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、お申込みください。【体験コーナーの申込方法】

 毎日  10:30～15:00
のうち、60分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

ハーブ入り “リサイクル” 石けん作り

 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

革や布を使った
ストラップ作り
  毎日  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

牛乳パックで紙すき体験

  毎日  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

ボタン ｄｅ スタンプ作り

  毎日  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

卵パックでお花の壁飾り作り

  毎日  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

卵パックで
バラのリース作り

3 R 実 践 講 座

日時／平成28年3月1日（火）、4日（金）、
　　　11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／ 2月20日（土）必着
持ってくるもの／
着物地2種類、型
紙用紙、
裁縫道具一式

• 着物地でコート作り【全3回】

日時／平成28年3月9日（水）、16日（水）、
　　　23日（水）13:00～16:00
場所／研修室　定員／15名（抽選）
参加費／ 500円
応募締切／ 2月23日（火）必着
持ってくるもの／
着物（かすり、つ
むぎ、ウール等）
一 着 分、型 紙 用
紙、定規、裁縫道
具一式

• 着物から簡単ピンタック
　ワンピース作り【全3回】

毎週開催 すべて無料です

応募方法

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

生ごみ堆肥相談会

ダンボールコンポスト講習会

日時／平成28年３月13日（日）10：30～16：00
場所／西部地域交流センター「さいとぴあ」
　　　（福岡市西区西都２丁目１－１
　　　JR九大学研都市駅南口から徒歩１分）
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、市内在住の方）
締切／平成28年2月23日（火）（必着）

●往復はがき（１人１枚）に「西区環境フェスタ2016フリー
マーケット希望」と記入のうえ、住所、年齢、電話番号を明記
し、ご応募ください。

西区環境フェスタ2016
フリーマーケット出店者募集

トイレットペーパーの芯で
クラフト工作
 毎日  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

 毎日  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

出店料
無料！
出店料
無料！

着物地で作った「梅とうぐいす」の飾り
（小毛田佳代子さん作品）
着物地で作った「梅とうぐいす」の飾り
（小毛田佳代子さん作品）

日時／平成28年3月3日（木）、10日（木）、
　　　17日(木)、24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／ 2月23日（火）必着
持ってくるもの／着物2
種類…ほどいて洗い、アイ
ロン済のもの、フード用カ
ラーループ（ひも）120㎝

（太さ：中）、ループ止め2
個、ボタン（直径1.8～2.4
㎝）3個、型紙用紙、ものさ
し（50㎝）、裁縫道具一式

• フード付リバーシブルベスト作り【全4回】

寒い冬は家の中で過ごす時間も長いもの。そんな時はゆっくり読書を楽しむのもいいですね。皆さんは読み終えて不用になった本を
どうしていますか？読まないとわかっている本を眠らせておくのはもったいないと思ったら、ぜひ西部3Rステーションにお持ち込み
下さい。西部3Rステーションでは市民の皆さんに無償で提供していただいた図書を、希望者に差し上げるリユース事業を行っています。

３Ｒステーションの図書コーナーをご存知ですか？３Ｒステーションの図書コーナーをご存知ですか？
不用な図書の受入れと提供、貸出しコーナーもご利用ください！不用な図書の受入れと提供、貸出しコーナーもご利用ください！
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手前が提供図書、奥が貸出図書コーナー

《お引取りできる物》
　●単行本・文庫本・児童書・実用書等で汚損（日焼け含む）、破損、落丁のないもの。
　　なお辞典、辞書、学習参考書等は発行から10年以内、旅行ガイドブックなど、

情報の新しさが求められるものは発行から３年以内のもの。

《お引取りできない物》
　●週刊誌・月刊誌・専門書。
　●汚損（日焼け含む）、破損、落丁のあるもの。

《ご利用時間》受入れ：午前10時～午後４時
 提　供：午前10時～午後５時　
※受入れが可能かどうかの判断が難しい場合は、事前にお問い合わせください。
※郵送等による受入れは行っていません。直接２階受付へお持ち込み下さい。
※お引取りできなかった図書が不要の場合は、ひもでまとめて当館に設置の紙リサイクルボックスで回収できます。
※図書の提供は、お一人一日１回、冊数に上限を設けています（１回の提供冊数は在庫数等により変動することがあります）。

　3Rステーションでは環境に関わるさまざまなジャンルの図書の貸出しも行っています。大気汚
染やごみ、地球温暖化など環境問題の専門書から、児童書、リサイクルもの作りやエコクッキン
グなどの実用書まで、約300冊の蔵書があります。ぜひご利用ください。

※貸出・返却には図書貸出券が必要です。初めてご利用される方は現住所、氏名が確認できる運転免許証や健
康保険証、学生証などを持参の上、ご来館ください。

●貸出冊数：一人３冊まで。貸出期間は２週間。
●貸出時間：開館日の午前10時～午後５時。
●貸出対象：福岡市在住者および、市内に通勤・通学されている方。

【図書の受入れ・提供について】

【図書の貸出しについて】


