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　11 月 23 日（祝）西部３Ｒステーションで「エコフェスタ 2014」を開催します。

　「将来、より良い環境を残すため、今、私たちにできることをしよう！」をモットーに環境

活動をされている環境たくみの会（西区生活環境課主催「西区環境サポーター養成講座」の修

了生）と協働で開催します。今年は、ワークショップ体験や古着を回収してリユースする「ヤ

フオク！リユーススタンド」、素敵な景品がゲットできる「じゃんけん大会 presented ｂｙ 

ヤフオク！」など楽しい内容が盛りだくさんです。子どもたちに大人気の「かえっこバザール」

も行います。フードコーナーやコンポストで育った野菜販売もあります。会場へ足を運んで体

験をしながら環境を学びエコを楽しみませんか。　　　　　　　　　　　　 （詳細は、２ページ）
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ワークショップとじゃんけん大会

ヤフオク!のREUSE! STAND（リユーススタンド）!
不要になった「洋服」（ただし下着、靴下を除きます）を集めます
例）シャツ、ジャケット、カーディガン、パーカー、コート、パンツ、スカート、ワンピースなど

じゃんけん大会 １４：３０スタート

３Ｒワークショップ体験環境クイズ
など参加

フリーパス
キャップを
ゲット

※汚れ、破れ、シミがある場合は対象外となります。

例）靴、帽子、ネクタイ、バック、腕時計、財布など対象外：ファッション雑貨

学んで体験してエコを楽しもう学んで体験してエコを楽しもう

環境クイズなど環境について学びフリーパス
キャップをゲットしよう！
フリーパスキャップをゲットしたら、ワーク
ショップやじゃんけん大会に参加できるよ！

かえっこバザール

＜場所：２階研修室＞
遊ばなくなったおもちゃを
持って来て，ほしいおもちゃ
と「かえっこ」しよう！
おもちゃがないお友達も「３Ｒワークショップ」を

体験してポイントをためると欲しいおもちゃをゲッ

ト出来るよ！

フリーマーケット

＜場所：ピロティ＞
家庭で眠っていた衣類や日曜雑貨を市民の方が販売し
ます。 堀出しものがみつかるかも？

物産展&フードコーナー

野菜販売や手作りのおいしい
食べ物も出品されます。
売り切れ必至！お早めに！

自然環境写真展

私たちが住む身近な自然や生きものの写真を展示！

リユース作品展示＆販売

アイディアがいっぱい詰まったリユース作品を展示，
販売。ステキな作品が購入できます！

じゃんけん大会じゃんけん大会

フリーパスキャップを持っている人は、１４：３０から
のじゃんけん大会に参加できます。

３Ｒワークショップ

環境クイズ＆環境かるた

※３Ｒワークショップに参加するにはフリーパス
キャップが必要です。
＜2階：啓発コーナー＞
「タオル帽子作り」「牛乳パックで竹とんぼ」「古布を
使ったアームカバー、コースター作り」など
＜2階：研修室＞
「クラフトのアクセサリー作り」「レインボー人形、ブ
ローチ、ダンボールアート」「革や古布のストラップ、
キーホルダー」「しおり作り」など
＜2階：学習室＞
「葉細工（バッタ作りなど）」
「古布を使ったコサージュ作り」

ワークショップを体験したら、かえっこポイントがもらえます。
※各コーナーは材料がなくなり次第、終了します！

無料

じゃんけんに勝ったらすてきな商品がもらえます。

※おもちゃの持参は、一人10 個まで（ビデオ、壊れたおもちゃは不可）



出前講座をしました！！出前講座をしました！！
　平成２６年１０月１１日（土）に東光公民館の“土曜お楽しみ会”で小学生を対象に、
自然の大切さを学ぶことを目的に間伐材と海砂を利用した「砂絵ネームプレート作
り」を行いました。
　砂絵ネームプレート作りでは、名前の一文字ごとに砂の色を変えたり、それぞれ
工夫して作っていました。出来上がったネームプレートを見て、「部屋の入口に飾る
といいね。」、「かわいいネームプレートができてうれしい。」などの声が聞かれました。
　こういった材料を使うことでも環境に役立つことを理解できたことと思います。

「環境フェスティバルふくおか２０１４」「環境フェスティバルふくおか２０１４」に参加しました！！に参加しました！！

　１０月１８日（土）と１９日（日）に福岡市役所西側ふれあい広場で開催された
“環境フェスティバル２０１４” に参加しました。今年のテーマは、『つないで、ひろ
げて、はためかせよう！みんなのエコ宣言！』で会場では、古着や古布を利用した
布に日ごろから実践していることやこれから取り組みたいエコなことを「宣言」し
た「エコ宣言」のフラッグが掲げられてました。
　西部３Ｒステーションのブースでは、１８日（土）に 「古布を利用したフクロウ
のブローチ作り」、１９日（日）には「ペットボトルキャップを利用したハットのマ
グネット作り」のワークショップを行い、２日間ともに子どもをはじめ多数の方に
参加していただき大盛況でした。今回のワークショップやイベントを通して市民の
皆さんの３Ｒ行動のきっかけになったことと思います。

１８日（土） １９日（日）「古布を再利用した

 フクロウのブローチ作り」

「ペットボトルキャップを利用した

 ハットのマグネット作り」



博多湾
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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、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？

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
の応募方法【 】

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／無料
事前申込／不要　＊基材･テキスト購入可

●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
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

（衣類等の持ち込みは16:00まで）

西部3Rステーション ご利用案内

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

財団法人 ふくおか環境財団
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

編集・発行
お問い合せ 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。

生ごみ堆肥相談会

3 R 実 践 講 座
ハンガーを使って口広ポーチ作りと
干支の押絵作り【全３回】
日　時／１2月3日（水）、１0日（水）、１7日（水）
　　　　１３：００～１６：００
場　所／西部３Rステーション 研修室
定　員／１５名（抽選）
参加費／５００円
応募締切／１１月２６日（水）必着
持ってくるもの／布（60cm×40cm）２種類（表・裏用）、
ファスナー（30cm ～ 40cm）1 本、裁縫道具、筆記用具、
はさみ（布用）、木工用ボンド、おしぼり、目打ち

古布と軍手を使って干支の置物作り
日　時／１2月 5日（金）１３：００～１６：００
場　所／西部３Rステーション 研修室
定　員／１５名（抽選）
参加費／３００円
応募締切／１１月２６日（水）必着
持ってくるもの／裁縫道具、筆記用具

パッチワーク教室【全１２回】（原則、毎週火曜日）
日　時／１2月 16 日（火）～3月 24 日（火）
　　　　１３：００～１６：００
場　所／西部３Rステーション 研修室
定　員／１２名（抽選）
参加費／１，５００円
応募締切／１１月２６日（水）必着
持ってくるもの／裁縫道具（縫い針・まち針等）、はさみ、
縫い糸、35ｃｍ×35ｃｍ位の布を１枚、20ｃｍ×25ｃｍ
位の布を１枚、20ｃｍ×20ｃｍ位の布を２種類（5ｃｍ×5
ｃｍが 28 枚でも可）

コルクでサンタとトナカイ作り at さいとぴあ
日　時／１2月 7日（日）１０：００～１２：００
場　所／さいとぴあ（福岡市西部地域交流センター）
定　員／２０名（抽選）
参加費／無料
応募締切／１１月２６日（水）必着
持ってくるもの／なし

牛乳パックでペン立て作り at さいとぴあ
日　時／１2月 20 日（土）１０：００～１２：００
場　所／さいとぴあ（福岡市西部地域交流センター）
定　員／２０名（抽選）
参加費／無料
応募締切／１２月１０日（水）必着
持ってくるもの／なし

【体験コーナーの申込方法】　
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。

 ハーブ入り
“リサイクル”
 石けん作り

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

10:30 ～ 11:30
のうち、30 分程度
【定員】6名／日（先着順）
【申込】前日まで

土曜日

裂き織り体験！
コースター作り

10:30 ～ 15:00
のうち、１時間程度
【定員】６名／日（先着順）
【申込】前日まで

土曜日

革や布を使った
ストラップ
作り

13:30 ～ 15:00
のうち、30 分程度
【定員】6名／日（先着順）
【申込】前日まで

日曜･祝日

土曜･日曜

 ★毎週開催　 ★毎週開催　★すべて無料 ★すべて無料 体 験 コ ー ナ ー !

廃木材を利用した
フォトスタンド
作り

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

木の枝で工作

日曜日 10:30 ～ 11:30
のうち、30 分程度
【定員】10 名／日（先着順）
【申込】前日まで

牛乳パックで
紙すき体験


