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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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3Ｒ実践講座3Ｒ実践講座

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

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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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

４月と５月に「祝日フリーマーケット」でのフリーマーケッ
トを開催するため出店者を募集します。出店料無料！
日時／①平成26年４月29日（祝）10:00 ～ 14:00
　　　②平成26年５月５日（祝）10:00 ～ 14:00
場所／西部３Ｒステーション　１階ピロティ
区画／各日16区画（抽選）　※雨天中止
応募資格／ 20歳以上の人（販売業者でない方）
締切／①は平成26年４月10日（木）（必着）
　　　②は平成26年４月22日（火）（必着）
応募方法：往復ハガキ1人１枚）に「４月祝日フリーマーケット希望」か「５月祝
日フリーマーケット希望」のどちらかを希望の上、住所、氏名、年齢、連絡先を必
ず明記し、ご応募ください。

祝日フリーマーケット出店者募集!

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。
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江戸時代に学ぶ生活
～太陽エネルギーでまわっていた江戸時代～

江戸時代（1603～1868年）の日本は、「鎖国」といって海外との取引がほとんどなく、食料もエネルギー
もすべて国内でまかなっていました。
幕府がおかれていた江戸（東京）は人口100万人の大都市でしたが、郊外の農村地帯には里山※が広がっ

ていました。農村では、森で落ち葉がつもってできた腐葉土（ふようど）に、家畜の糞尿をくわえて肥料
として、田畑で作物を生産していました。その作物は人が担いだり、荷車や船に乗せて運ばれ、大都会の
江戸の人口を支えていました。
里山の薪や炭も江戸に運ばれ、人々の煮炊きや暖房用の際に燃料エネルギーとして使われていました。
人々はほとんどの場合、歩いて仕事や旅行にでかけましたが、駕籠（かご）や馬、船なども使われてい
ました。人力のほか、家畜の力、風力や河川を流れる水など、自然エネルギー
ですべて動いていたのです。
こうしたエネルギーのおおもとは、地球に振りそそぐ“太陽のエネル
ギー”でした。田畑の作物も、森の木も太陽の光を浴びて育ちました。
動力となる風車や水車、移動や輸送の手段である帆船も、太陽の力で水
や空気が循環することでエネルギーを得ていました。
昔から太陽のエネルギーが人々の暮らしの原動力になっていることにあ
らためて気づかされます。
また、東日本大震災後に新エネルギーについて様々な検討がなされてい
ますが、江戸時代の生活から「なるべくエネルギーを使わずにすませる」
方法も学べますね。

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３Ｒ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？

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

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 7 日前まで

紙すきしおり・砂絵カード作り紙すきしおり・砂絵カード作り紙すきしおり・砂絵カード作り

すべて無料です!

●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　前日まで

革や布を使ったキーホルダー作り革や布を使ったキーホルダー作り革や布を使ったキーホルダー作り
●時間　13:30～15:00 のうち、30 分程度
●定員　6 名／日（先着順）
●申込締切　前日まで

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　前日まで

木の枝で鉛筆作り木の枝で鉛筆作り木の枝で鉛筆作り
●時間　10:30～15:30（随時）
　　　　のうち、1時間程度
●定員　10名／日（先着順）
●申込締切　前日まで

せん定枝でフォトスタンド作りせん定枝でフォトスタンド作りせん定枝でフォトスタンド作り
●時間　10:30～11:30のうち、30分程度
●定員　6名／日（先着順）
●申込締切　前日まで

水　曜　日

日　曜　・　祝　日

土　曜　日

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下さい。

体験コーナーの
申込方法

参考：「今こそ考えよう！エネルギーの危機１（見直そう、今までのエネルギー）」文溪堂

※里山とは、人間のすむ集落や田畑と、その周辺の山や川、森などがひとつづきの生態系としてバランスを保っている場所。

日時／５月14日（水）、21日（水）、28日（水）10：00～12：00
内容／ 14日：ふうせんかずらの九申作り
 21日：ネクタイネックレス作り
 28日：そろばんの人形ブローチ作り
場所／さいとぴあ 会議室（西区西都2-1-1 JR「九大学研都市駅」前）
定員／ 10名（抽選）
参加費／無料
応募締切／ 4月30日（水）必着
持ってくるもの／裁縫道具一式

古布を利用したもの作り【全3回】
〈さいとぴあで実施〉
古布を利用したもの作り【全3回】

〈さいとぴあで実施〉
古布を利用したもの作り【全3回】

〈さいとぴあで実施〉

日曜開催

NEW!

NEW!



　3月9日（日）に西区の「さいとぴあ」において西区役所と西部3R
ステーションの共同主催により開催しました。「環境をよくした
い！」という熱い想いで創りあげられた市民イベントで、みんなで楽
しく参加し、エコ仲間としてこれから繋がっていければという願い
を込めたキャッチコピー、『西区eco特区宣言! ～3Rを楽しまな、
もったいなか～』と題して取り組みました。
　会場内では、「おもちゃのかえっこバザール」、「新聞紙からエコバッ
グ作り」、「新聞紙からコサージュ作り」などのワークショップ、会場の
外では子どもたちのダンスや地域環境団体による飲食店などの出店、
フリーマーケットの開催も行われ、子ども達から大人までが楽しみな
がら3R（リデュース、リユース、リサイクル）を体感しました。
　是非、来年の西区環境フェスタの開催も楽しみにしていてください。

　衣類や不用になったものをリユースし、新しいものに生まれ変わらせるリフォーム教室及びパッチワーク
教室の紹介です！　是非、ご参加下さい。
　なお、各期ともに募集期間が異なりますので、詳しくはくるくる便りや市政だより等でお知らせいたします。

・実施期間 第１期　平成26年4月3日（木）～平成26年6月19日（木）※応募終了してます。
 第３期　平成26年10月2日（木）～平成26年12月18日（木）
◆講座受講者の作品（25年度）◆

『西区環境フェスタ２０１４』開催しました!!『西区環境フェスタ２０１４』開催しました!!

　福岡市では未来の子どもたちに美しい地球環境を残すため、市民団体・NPO
法人等のみなさんが自ら考え企画し、自主的に行う環境活動を支援します。

◆申請受付期間　平成26年4月1日（火）～4月17日（木）
◆対象団体　　　5人以上で組織された市民団体・NPO法人等
　　　　　　　　※福岡市内で活動している団体が対象
　　　　　　　　※環境活動を主に活動している団体でなくても、下記の対象事業を実施する場合は申請が可能
◆対象事業　　　●ごみ減量・リサイクル　●環境学習・啓発　●環境保全　●環境美化
　　　　　　　　※市民参加型の事業が対象
　　　　　　　　※営利目的の事業（環境ビジネス等）や企業のCSR活動に類するものは対象外
◆補助期間　　　3年以内
　　　　　　　　※ただし市長または区長が特に認める場合は2年延長可
◆補助金額　　　対象経費の4分の3以内
　　　　　　　　※4年目は3分の2以内、5年目は2分の1以内
◆上限額　　　　●主に一つの区で行う事業　→　50万円
　　　　　　　　※4年目は40万円、5年目は30万円
　　　　　　　　●全市にわたって行う事業　→　100万円
　　　　　　　　※4年目は90万円、5年目は80万円
【相談・申請の窓口】各区生活環境課及び環境局総務課まで

平成26年度「福岡市エコ発する事業」補助金の案内

http://www.city.fukuoka.lg.jp/
kankyo/index.html

環境局ホームページ

検索福岡市の環境

この事業に関する情報は環境
局ホームページでもお知らせ
しています。

かえっこバザール

新聞紙からコサージュフリーマーケット

新年度講座 情報 !!新年度講座 情報 !!

衣類のリフォーム教室
衣類のリフォーム教室には一年を通してお二人の講師が交互に講座を実施します。

家にある不用になってい
る洋服や着物を利用し、新
たに普段着として着るこ
とのできる洋服を作る講
座です。

講師から一言

講師：吉田 順子さん 毎週木曜日開催!!

・実施期間（基本、第1火曜日を除く、毎週火曜日開催）
　　　第1期　　平成26年4月8日（火）～平成26年7月15日（火）※応募終了してます。
　　　第2期　　平成26年7月29日（火）～平成26年12月2日（火）
　　　第3期　　平成26年12月9日（火）～平成27年3月24日（火）
◆講座受講者の作品（25年度）◆

パッチワーク教室

布合わせ、色合わせは無限
大です。共に考え、新たな
息が吹き込まれ世界に一
つの作品が生まれます。

講師から一言

講師：田中 喜代子さん

・実施期間 第2期　平成26年7月2日（水）～平成26年9月17日（水）
 第4期　平成27年1月7日（水）～平成27年3月25日（水）
◆講座受講者の作品（25年度）◆

気 負 わ な い 作 品 作 り が
モットーです。
着れなくなったものが生
まれ変わる喜びを味わっ
て欲しいと思います。

講師から一言

講師：まはな のりこさん 毎週水曜日開催!!



　3月9日（日）に西区の「さいとぴあ」において西区役所と西部3R
ステーションの共同主催により開催しました。「環境をよくした
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 第4期　平成27年1月7日（水）～平成27年3月25日（水）
◆講座受講者の作品（25年度）◆

気 負 わ な い 作 品 作 り が
モットーです。
着れなくなったものが生
まれ変わる喜びを味わっ
て欲しいと思います。

講師から一言

講師：まはな のりこさん 毎週水曜日開催!!



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

URL

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

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

3Ｒ実践講座3Ｒ実践講座

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

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

2014.4
Vol.97
2014.4
Vol.97

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

４月と５月に「祝日フリーマーケット」でのフリーマーケッ
トを開催するため出店者を募集します。出店料無料！
日時／①平成26年４月29日（祝）10:00 ～ 14:00
　　　②平成26年５月５日（祝）10:00 ～ 14:00
場所／西部３Ｒステーション　１階ピロティ
区画／各日16区画（抽選）　※雨天中止
応募資格／ 20歳以上の人（販売業者でない方）
締切／①は平成26年４月10日（木）（必着）
　　　②は平成26年４月22日（火）（必着）
応募方法：往復ハガキ1人１枚）に「４月祝日フリーマーケット希望」か「５月祝
日フリーマーケット希望」のどちらかを希望の上、住所、氏名、年齢、連絡先を必
ず明記し、ご応募ください。

祝日フリーマーケット出店者募集!

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。

学習
体験
学習
体験

情報
発信
情報
発信

活動
支援
活動
支援３R３R

江戸時代に学ぶ生活
～太陽エネルギーでまわっていた江戸時代～

江戸時代（1603～1868年）の日本は、「鎖国」といって海外との取引がほとんどなく、食料もエネルギー
もすべて国内でまかなっていました。
幕府がおかれていた江戸（東京）は人口100万人の大都市でしたが、郊外の農村地帯には里山※が広がっ

ていました。農村では、森で落ち葉がつもってできた腐葉土（ふようど）に、家畜の糞尿をくわえて肥料
として、田畑で作物を生産していました。その作物は人が担いだり、荷車や船に乗せて運ばれ、大都会の
江戸の人口を支えていました。
里山の薪や炭も江戸に運ばれ、人々の煮炊きや暖房用の際に燃料エネルギーとして使われていました。
人々はほとんどの場合、歩いて仕事や旅行にでかけましたが、駕籠（かご）や馬、船なども使われてい

ました。人力のほか、家畜の力、風力や河川を流れる水など、自然エネルギー
ですべて動いていたのです。
こうしたエネルギーのおおもとは、地球に振りそそぐ“太陽のエネル

ギー”でした。田畑の作物も、森の木も太陽の光を浴びて育ちました。
動力となる風車や水車、移動や輸送の手段である帆船も、太陽の力で水

や空気が循環することでエネルギーを得ていました。
昔から太陽のエネルギーが人々の暮らしの原動力になっていることにあ

らためて気づかされます。
また、東日本大震災後に新エネルギーについて様々な検討がなされてい

ますが、江戸時代の生活から「なるべくエネルギーを使わずにすませる」
方法も学べますね。

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３Ｒ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？

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

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 7 日前まで

紙すきしおり・砂絵カード作り紙すきしおり・砂絵カード作り紙すきしおり・砂絵カード作り

すべて無料です!

●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　前日まで

革や布を使ったキーホルダー作り革や布を使ったキーホルダー作り革や布を使ったキーホルダー作り
●時間　13:30～15:00 のうち、30 分程度
●定員　6 名／日（先着順）
●申込締切　前日まで

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　前日まで

木の枝で鉛筆作り木の枝で鉛筆作り木の枝で鉛筆作り
●時間　10:30～15:30（随時）
　　　　のうち、1時間程度
●定員　10名／日（先着順）
●申込締切　前日まで

せん定枝でフォトスタンド作りせん定枝でフォトスタンド作りせん定枝でフォトスタンド作り
●時間　10:30～11:30のうち、30分程度
●定員　6名／日（先着順）
●申込締切　前日まで

水　曜　日

日　曜　・　祝　日

土　曜　日

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下さい。

体験コーナーの
申込方法

参考：「今こそ考えよう！エネルギーの危機１（見直そう、今までのエネルギー）」文溪堂

※里山とは、人間のすむ集落や田畑と、その周辺の山や川、森などがひとつづきの生態系としてバランスを保っている場所。

日時／５月14日（水）、21日（水）、28日（水）10：00～12：00
内容／ 14日：ふうせんかずらの九申作り
 21日：ネクタイネックレス作り
 28日：そろばんの人形ブローチ作り
場所／さいとぴあ 会議室（西区西都2-1-1 JR「九大学研都市駅」前）
定員／ 10名（抽選）
参加費／無料
応募締切／ 4月30日（水）必着
持ってくるもの／裁縫道具一式

古布を利用したもの作り【全3回】
〈さいとぴあで実施〉
古布を利用したもの作り【全3回】

〈さいとぴあで実施〉
古布を利用したもの作り【全3回】

〈さいとぴあで実施〉

日曜開催

NEW!

NEW!


