
http://www.fukuoka-seibuplaza.com

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！

ウェブサイト

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

検 索福岡市西部3Rステーション
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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
ください。

めざせ!
循環型
社会

編集・発行  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？

ご利用案内
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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

生ごみ堆肥相談会 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／５００円（基材・テキスト代込み）
　事前申込／不要

日時／ 3月6日（木）、13日（木）、20日（木）
　　　13:00～16:00
場所／ 2階研修室
定員／ 15名（抽選）
参加費／ 500円
応募締切／ 2月23日（日）必着
持ってくるもの／
古着物（表布地1枚分、肩あて
用の裏地少々）、裁縫道具一式

（ものさし、しつけ糸、チャコ
など）、型紙用の紙

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3Ｒ実践講座

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。

作務衣上下【全３回】作務衣上下【全３回】作務衣上下【全３回】

作品：着物地からお地蔵さん（小毛田佳代子さん作品）作品：着物地からお地蔵さん（小毛田佳代子さん作品）
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体験
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支援３R３R

森林の多面的機能と森林保全

3R実践講座の応募方法

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

すべて無料です!

体験コーナーの
申込方法 森林は樹木や草、コケなどの植物や、菌類、土壌微生物、昆虫、鳥、爬虫類、哺乳類など様々な生き物の生息・生

育の場となっています。このような生態系や生物種、遺伝子を保全する『生物多様性保全機能』や地球温暖化の原因
となっているCO2の吸収・蓄積や、酸素の供給、蒸発散作用により、地球環境を調節する『地球環境保全機能』、また、
樹木や草木が地面を覆い、その根が土壌を押さえることにより、雨による表面土壌の流出や、土砂崩れ等が防止され、
また、落葉等が土壌に養分を供給し、さらに河川を通じて海へ栄養を供給するなどといった『土砂災害防止/土壌保
全機能』があります。その他に『水源涵養』『快適環境形成機能』『保健・レクリエーション機能』などがあります。
このように森林には多くの機能が備わっており、森林の機能なしでは、私たちの生活は上手く成り立たないこと

が伺えます。このため、森林を保全する必要があり、その方法として「植林」や「間
伐」などの方法があります。
「植林」は、その名のとおり「木を植える」ことをいい、「間伐」とは、「木の間引き」
のことをいいます。森林に苗木を植えてから15～20年位経ち、木々が成長して
くると、林の中が混み合い、隣どうしで枝葉が重なりあうようになります。この
状態ではこれ以上、枝・葉を広げることが難しくなり、お互いの成長を阻害して
しまいます。そこで、一部の木々を抜き伐ることにより枝葉を広げる空間をつくっ
てあげます。残された木は枝葉を広げることができ、より多くの光が降り注ぐよ
うになって、健全に成長することができ、森林が豊かに育ちます。
「植林」と「間伐」は正反対のことのようですが、森林保全に大きく役立って
います。
現在、日本での林業は就業者の減少と高齢化等により、後継者の不足が問題と

なっています。私たちもボランティアとして植林活動に参加したり、間伐材でで
きた商品の購入をはじめ、様々な形で国産林を使用することで、環境保全に貢献
することができます。

参考：環境省、森林・林業学習館
写真提供：福岡市農林水産局　　

福岡市西部３Ｒステーションは、環境学習や環境活動の場、福岡市のごみ減量や３
Ｒに関する情報発信の場として、“循環のまち・ふくおか”の一翼を担う施設です。
今、地球温暖化やごみ問題など様々な環境問題が起きています。
「環境にやさしい循環型社会」を作るため、私たち一人ひとりが自分たちの生活の中
で、できることから取り組みを進めていくことが大切です。
みなさんも、自分にできることを見つけてみませんか？

ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
●時間　10:30～11:30
●定員　10 名／日（先着順）
●申込締切　希望日の 3 日前まで

裂き織り体験！コースター作り裂き織り体験！コースター作り裂き織り体験！コースター作り
●時間　10:30～15:30（随時）
　　　　のうち、1 時間程度
●定員　6 名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

毎　週　水　曜　日 

毎　週　土　曜　日 

毎　週　日　曜　日 
牛乳パックで紙すき体験牛乳パックで紙すき体験牛乳パックで紙すき体験
●時間　10:30～11:30（随時）
　　　　のうち、30分程度
●定員　10名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

間伐前の森林

間伐後の森林（健全な森林）



西部３Ｒステーションでは、地域で活躍するリーダーやボランティ
アを育成しています。

今回は、西部３Ｒステーションの講師養成講座を修了し、衣類など
のリメイク講座の講師として活躍されている小毛田佳代子さんと石橋
基子さんの作品を紹介いたします。着なくなった洋服や思い出の着物
などが、技術とアイデアで素敵なものに生まれ変わります。

お二人が講師を努める講座もありますので是非、西部3Rステーショ
ンの講座に参加してみませんか。

【フリーマーケット出店申込方法】
日　　時／平成26年3月9日（日）　11:00～16:00　※屋外、雨天中止（テントなし）
場　　所／さいとぴあ（広場）（西区西都2丁目1-1）
区　　画／ 20区画（抽選）　　応募資格／ 20歳以上のもので、販売業者を除く
締　　切／平成26年2月23日（日）（必着）　　　　　　　
応募方法／往復ハガキ（1人1枚）およびFAXにて「西区環境フェスタフリーマーケット出店希望」、
　　　　　住所、氏名、年齢、連絡先を必ず明記
応 募 先／〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043-2 西部3Rステーション FAX：092-882-4580

リメイク作品特集!!
『西区環境フェスタ２０１４』開催！！『西区環境フェスタ２０１４』開催！！

西区eco 特区宣言！～３Ｒを楽しまな、もったいなかぁ～西区eco 特区宣言！～３Ｒを楽しまな、もったいなかぁ～

講座の様子

「環境をよくしたい!」という熱い想いで創りあげた市民イベント。
参加してくれたあなたも 今からエコ仲間!!

日時 平成26年3月9日（日） １１:００～１６:００
会場 さいとぴあ（雨天決行 ※フリーマーケットのみ雨天中止）

スタンプラリーで景品をゲット！

入場
無料

着物からジャンパースカート

古布からさげもん

絞りの羽織からブラウス

着物からブラウス 羽織からチュニック 着物からコート

着物地などから鶴（小毛田さん）と亀（石橋さん）

大島紬からチュニック 絵羽織からベスト ウールの着物から
リバーシブルベスト

紬からベストスーツ（上） 紬からベストスーツ（下）

※当日は、専用駐車場がありませんので、各自で近隣の駐車場をご利用ください。
※「西区環境フェスタ2014」に関するお問い合わせは西区役所生活環境課（TEL:092-895-7054）まで
※フリーマーケット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

ステージイベント楽しく学べるエコブース

おもちゃのかえっこバザール

フリーマーケット飲食コーナー

福岡市環境局キャラクター
「モッテコちゃん」

小毛田 佳代子さん作品小毛田 佳代子さん作品

石橋 基子さん作品石橋 基子さん作品

お二人の共同作品お二人の共同作品

着物の端切れからお雛様

!

必ずマイバッグを

お持ちください！
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毎 週 開 催

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

すべて無料です!

体験コーナーの
申込方法 森林は樹木や草、コケなどの植物や、菌類、土壌微生物、昆虫、鳥、爬虫類、哺乳類など様々な生き物の生息・生

育の場となっています。このような生態系や生物種、遺伝子を保全する『生物多様性保全機能』や地球温暖化の原因
となっているCO2の吸収・蓄積や、酸素の供給、蒸発散作用により、地球環境を調節する『地球環境保全機能』、また、
樹木や草木が地面を覆い、その根が土壌を押さえることにより、雨による表面土壌の流出や、土砂崩れ等が防止され、
また、落葉等が土壌に養分を供給し、さらに河川を通じて海へ栄養を供給するなどといった『土砂災害防止/土壌保
全機能』があります。その他に『水源涵養』『快適環境形成機能』『保健・レクリエーション機能』などがあります。
このように森林には多くの機能が備わっており、森林の機能なしでは、私たちの生活は上手く成り立たないこと

が伺えます。このため、森林を保全する必要があり、その方法として「植林」や「間
伐」などの方法があります。
「植林」は、その名のとおり「木を植える」ことをいい、「間伐」とは、「木の間引き」
のことをいいます。森林に苗木を植えてから15～20年位経ち、木々が成長して
くると、林の中が混み合い、隣どうしで枝葉が重なりあうようになります。この
状態ではこれ以上、枝・葉を広げることが難しくなり、お互いの成長を阻害して
しまいます。そこで、一部の木々を抜き伐ることにより枝葉を広げる空間をつくっ
てあげます。残された木は枝葉を広げることができ、より多くの光が降り注ぐよ
うになって、健全に成長することができ、森林が豊かに育ちます。
「植林」と「間伐」は正反対のことのようですが、森林保全に大きく役立って
います。
現在、日本での林業は就業者の減少と高齢化等により、後継者の不足が問題と

なっています。私たちもボランティアとして植林活動に参加したり、間伐材でで
きた商品の購入をはじめ、様々な形で国産林を使用することで、環境保全に貢献
することができます。

参考：環境省、森林・林業学習館
写真提供：福岡市農林水産局　　

福岡市西部３Ｒステーションは、環境学習や環境活動の場、福岡市のごみ減量や３
Ｒに関する情報発信の場として、“循環のまち・ふくおか”の一翼を担う施設です。
今、地球温暖化やごみ問題など様々な環境問題が起きています。
「環境にやさしい循環型社会」を作るため、私たち一人ひとりが自分たちの生活の中
で、できることから取り組みを進めていくことが大切です。
みなさんも、自分にできることを見つけてみませんか？

ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り
●時間　10:30～11:30
●定員　10 名／日（先着順）
●申込締切　希望日の 3 日前まで

裂き織り体験！コースター作り裂き織り体験！コースター作り裂き織り体験！コースター作り
●時間　10:30～15:30（随時）
　　　　のうち、1 時間程度
●定員　6 名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

毎　週　水　曜　日 

毎　週　土　曜　日 

毎　週　日　曜　日 
牛乳パックで紙すき体験牛乳パックで紙すき体験牛乳パックで紙すき体験
●時間　10:30～11:30（随時）
　　　　のうち、30分程度
●定員　10名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

間伐前の森林

間伐後の森林（健全な森林）


