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残り芯と食品トレイを使ったこいのぼりの飾り

大好評につき、
今年もやります！「リユース陶器市」

もったいない
もったいない！
！

ご家庭の不用な陶磁器、
リユースしましょう
ご家庭の不用な陶磁器、
しましょう！
！
皆さんのご家庭に 眠ったまま の陶磁器はありませんか？
昨年、大好評だった西部３Ｒステーションの「リユース陶器市」。今年も第一弾を５月２７日（日）に
開催します！リユース（Ｒeuse）とは、ごみ減量のキーワード『３Ｒ』のひとつで、
「くり返し使いましょう」
という意味。「リユース陶器市」は、まだ十分に使えるにもかかわらず、家庭の物置や食器棚の奥にしま
い込んだままの陶磁器をご提供いただき、必要な方に持ち帰ってもらう、まさに日本ならではの もっ
たいない精神 から生まれた環境にやさしいイベントです。捨てられてしまえば不燃
ごみとなる陶磁器が、昨年度は２，
４２３㎏も新しい持ち主のもとへ引き取られました。
持ち込み・持ち帰りとも無料。申込みも不要です。みなさんもぜひ、家庭で使って
いない陶磁器を持って、掘出し物をさがしにきませんか。
★日時／平成３０年５月２7日（日） １０：３０〜１５：００（持ち込みの受け付けは１４：００まで）
★場所／福岡市西部３Ｒステーション１Ｆピロティ

持ち込み（無料）
持ち込めるもの／洗浄済みまたは未使用の陶磁器（食器等）で、
破損がなく、そのまま使用できるものに限ります。
持ち込めないもの／鍋類、ガラス・木・プラスチック製品。
対象者／市内在住、または市内に通勤・通学する方（販売業者は除く）。

持ち帰り（無料）
対象者／どなたでも持ち帰りできます。
※持ち帰りには必ずエコバッグをご持参ください。

昨年の様子

づくりの第一歩、
九州初！「コープの森」

植樹祭 におじゃましました！

３月１７日、おだやかな春の日差しがふりそそぐなか、早良
区曲渕杉谷にある「コープの森」で植樹祭が開催されました。
「コープの森」づくりはエフコープの「エフコープ環境基本
計画」に記載された「自然環境の保全と共生」を具体化した活
動で、福岡市水道局が進めている「福岡市水源の森づくり共働
事業」に参画し、今年１月に同事業に関する協定を締結しまし
た。
「コープの森」づくりは、すでに全国数か所のコープで始まっ
ていますが、九州では初の取り組みです。その第一歩となる今回の植樹祭には、福岡市とその近郊
の組合員約８０人が参加。水道局が管理する早良区山間部の約０．６４ヘクタールの棚田跡に、ヤ
マザクラやイロハモミジ、ヤブツバキなど３００本余りの苗木を植樹しました。
家族連れでの参加も多く、午後からは森林インストラクターに
よるネイチャーゲームや木工教室などの体験イベントで盛り上が
りました。
エフコープではこの植樹祭を皮切り
に、植樹の後の下刈りや間伐といった
森林整備作業を継続的に行い、安定的
な水道水を確保するための「未来の水
源となる森づくり」を目指します。さ
大工さんによる木工教室
らに将来はここを会場に、組合員参加
型の自然環境学習等のレクリエーション活動を行いながら、環境への取
り組みの幅を広げていく考えです。

子どもたちもシャベルを両手に
大人顔負けの頑張り！

「１００年後の水を守る」

〜水ジャーナリストの２０年〜
橋本 淳司

日本でも近年、地震や水害の
発生で水について考える機会が
増えています。水問題を専門と
するジャーナリストの著者が、
自身の活動を通して、さまざま
な問題を提起。将来の自分たち
の水を守る方法をいっしょに考
えます。子どもたちといっしょ
にぜひ読んでほしい一冊です。

「本当はすごい森の話」

林業家からのメッセージ

著

田中 惣次
日本人にとっていつも身近にあ
る、緑 豊 かな 森。しかし、世界
全体でみると、森は年々減少し、
地球温暖化を加速させています。
本書は林業家である著者が、自
らの知識と経験をもとに、人間
が生きていくうえで大切な森と、
それを守り育てる林業の役割に
ついて、子どもたちにわかりやす
く紹介してくれます。

著

お互いにアイデア交換しながら、
リメイク技術をスキルアップ！
ステップアップ研究会
着なくなった着物や洋服の生地を利用して、新しい服や
小物にリメイクする３Ｒステーションの３Ｒ実践講座。さ
まざまなアイデアや手法で、古いものを再びよみがえらせ
てくれる講座は、来館者にも大人気です。その講師を務め
る先生方を中心としたメンバーで、定期的にリフォーム洋
裁の勉強会を行っているのが「ステップアップ研究会」の
皆さん。今回は講座の見本として作ったリメイク作品の展
示即売会におじゃまして、日頃の活動についてお話を伺い
ました。

Ｑ．「ステップアップ研究会」発足のきっかけは何ですか。
A． 以前、別の場所で活動していたリフォーム洋裁のグループに新たな
メンバーが加わり、６年ほど前に発足しました。３Ｒステーションで
講座を担当する講師を中心に現在、準会員も含め８人で活動していま
す。上達や進歩、という意味の ステップアップ という名前通り、
リメイク技術の向上が主な目的。毎月第１・第３木曜日に３Ｒステー
ションに集まり、互いにアイデアを出し合ったり、意見交換をしなが
ら講座の準備や見本づくりをしています。

活動日は月２回

Ｑ．グループで活動するメリットを教えてください。
A． ステップアップ研究会として集まるのは月２回ですが、メンバーはそれぞれ３Ｒステーション以
外でも講座を受け持っているので、いろいろな情報を交換できるのがいいですね。メンバー全員、
新しいものにチャレンジしたいという意欲もあるので、互いに得意なものを教え合ったり、疑問を
ぶつけあったりして、まさに勉強会そのものです。

Ｑ．展示即売会も好評でしたね。
「また作ったものを見せてほしい、売ってほしい」
A． 即売会は今回で３回目です。２回目の開催以降、
という声が多く寄せらせていたのですが、実現までに３年かかりました。今回たまたま知人に場所
を提供していただけることになり、洋服から小物まで約１８０点の作品を持ち寄って開催しました。
たくさんの方に来ていただけてうれしかったです。

Ｑ．最後にリフォーム洋裁の魅力を教えてください。
A． 捨てればごみとなってしまう布が、作り手のアイデア次第でステキな作品に生まれ変わること。
しかもリメイクされた作品は世界でたったひとつだけのものですよね。同じデザインの服でも、布
が違うと全く別のもの。その驚きを味わえるのも講座の楽しみのひとつです。誰かの思い出の詰まっ
た着物や洋服がリメイクされ、また新たな思い出作りのきっかけになればうれしいですね。

展示即売会の様子

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。

６月の「３Ｒ 実 践 講 座 」
衣類のリフォーム教室【全８回】

帯と帯締めでバッグ作り【全３回】

日時／平成３０年６月６日㈬〜７月２５日㈬
原則水曜日 １３：００〜１６：００
定員／１０名（抽選） 参加費／８００円
場所／２階研修室 応募締切／５月２３日㈬必着

日時／平成３０年６月７日㈭、１４日㈭、２１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／５月２３日㈬必着

持ってくるもの／リフォームしたい洋服や着物、型紙用紙（模造紙など）、 持ってくるもの／帯、帯締め各１本。内袋用布：９０㎝幅×１ⅿ程度。２０㎝ファスナー１本（ファスナー付き
裁縫道具一式、
ものさし、筆記用具。
ポケットを付ける場合のみ）。裁縫道具一式。ものさし。布用はさみ。筆記用具。型紙用紙（複数作る場合）。

ズボンでパッチワークのバッグ作り【全３回】

着物（並幅）でワイドパンツ作り【全２回】

日時／平成３０年６月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／５月２４日㈭必着

日時／平成３０年６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／５月２４日㈭必着

持ってくるもの／ズボン１本（ほどかず、そのままでよい）。
持ってくるもの／着物（並幅＝約３６㎝）
１枚（ほどいて洗い、
裏布：５０㎝×１００㎝位。
アップリケ用端切れ：３０㎝×３０㎝位を４〜５種類。 アイロンをかけておく）。紙用・布用はさみ。裁縫道具一式。筆記用具。

緑のカーテン講座

参加は無料です！

夏の省エネ対策に最適！
夏本番に向けて、窓辺に涼しげな緑のカーテンを作りませんか？

●日時／平成３０年６月１０日㈰
１０：３０〜１２：００
●定員／２０名（抽選） ●参加費／無料
●場所／２階研修室
●応募締切／５月３１日㈭必着

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、

【応募方法】 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。

体験講座！
つまみ細工の花飾り
毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

廃材で作る動物スタンプ
セット
毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

ecoでおしゃれなマグネット ボタンdeスタンプ
インテリア
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

★体験講座の申込方法★

お花のメモスタンド
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

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

電話、又は西部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。

生ごみの堆肥化でお困りの方は何でも相談下さい。
場 所／２Ｆ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
１２：００〜１４：００

ダンボールコンポスト講習会
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
場所：２Ｆ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
博多湾

西 部 3 Rス テ ーション ご利用案 内

［ウェブサイト］ http://www.fukuoka-seibuplaza.com

福岡市西部3Rステーション

検索

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！

公益財団法人 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1043-2 TEL：882-3190 FAX：882-4580

天神→

←前原

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）
Ｔ Ｅ Ｌ：092-882-3190
FAX：092-882-4580

編集・発行
お問い合せ

牛乳パックでメモ＆
フォトブック

牛乳パックで紙すき体験 ハーブ入り リサイクル
せっけん作り

生ごみ堆肥相談会

※平成３０年５月１１日㈮のみ

すべて無料です！
！

今宿駅
今宿IC

JR 筑肥線
生の松原団地

高崎交差点

捨六町IC
三陽高校

三陽高校バス停

国道202号線バイパス

福寿園

総合
西市民
プール

西部3Rステーション
●西鉄バス「三陽高校前」より徒歩約2分
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。

