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環 境 クイズ ! !環 境 クイズ ! !

学習
体験3R 情報

発信
活動
支援

① ヒートアップ現象
② ヒートショック現象
③ ヒートアイランド現象

大都市で、気温が上昇する現象の
ことを何と呼ぶでしょうか？
大都市で、気温が上昇する現象の
ことを何と呼ぶでしょうか？

第1問第1問

① 産地直売
② 地産地消
③ 他産地消

地元で生産されたものを地元で消費
することを何というでしょうか？
地元で生産されたものを地元で消費
することを何というでしょうか？

第2問第2問

① 約１／２になる
② 約１／３になる
③ 変わらない

一人が移動するときに、自家用車を使うの
をやめてバスに変えると二酸化炭素の
排出量はどのくらい減るでしょうか？

一人が移動するときに、自家用車を使うの
をやめてバスに変えると二酸化炭素の
排出量はどのくらい減るでしょうか？

第3問第3問

① ハロゲン電球
② 白熱電球
③ ＬＥＤ電球

省エネ効果が高く環境にやさしい
電球は次のどれでしょうか？
省エネ効果が高く環境にやさしい
電球は次のどれでしょうか？

※参照：独立行政法人 環境再生保全機構　http://www.erca.go.jp/jfge/greenfriends/ecoken.html※参照：独立行政法人 環境再生保全機構　http://www.erca.go.jp/jfge/greenfriends/ecoken.html

第4問第4問

作品：松ぼっくりを使って

　　　ふくろうの森作り

　　　（大貫弘子さん作品）

作品：松ぼっくりを使って

　　　ふくろうの森作り

　　　（大貫弘子さん作品）

CO2

　　　  の中から１つ選んでね。
※答えは最後のページにあるよ。
　　　  の中から１つ選んでね。
※答えは最後のページにあるよ。
①～③①～③



おもちゃのかえっこバザール 楽しく学べるエコブース ステージイベント

飲食店の様子 フリーマーケット

　イベントでは、各ワークショップが行われ、もの作りなどの体験をしてスタンプ
を集めると、景品がゲットできます！また、( 株 ) ヤフーによる「ヤフオク！リユー
ススタンド」で衣類の回収を行い、じゃんけん大会ではプレゼントがもらえる企画、
ファッションアイテムに特化した誰でも参加できる物々交換会（X change）など、
新しい内容が盛りだくさん！フリーマーケットも開催しますよ。
是非、お越しください！！

【フリーマーケット出店申込方法】
日　　時／平成２７年３月８日（日）  １０：００～１６：００　※屋外，雨天中止
場　　所／福岡市西区役所（駐車場）
区　　画／２０区画（抽選）
応募資格／２０歳以上の方で、販売業者を除く
締　　切／平成2７年２月２６日（木）（必着）
応募方法／往復はがきかＦＡＸ（１人１枚）に「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
※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。

日時   平成 2７年 3月８日（日）　 １０：００～１６：００日時   平成 2７年 3月８日（日）　 １０：００～１６：００

会場   福岡市西市民センターおよび西区役所駐車場会場   福岡市西市民センターおよび西区役所駐車場

※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

入場
無料!!

「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！！

「西区環境フェスタ２０１5」開催！！「西区環境フェスタ２０１5」開催！！
西区 eco特区宣言 !　〜しっとぉ？3R〜西区 eco特区宣言 !　〜しっとぉ？3R〜

スタンプ
ラリーで

景品をゲ
ットしよう

！スタンプ
ラリーで

景品をゲ
ットしよう

！

必ずマイバッグを

お持ちください！

（手話通
訳あり）

（手話通
訳あり）

（各コーナーは15:30まで。ホールイベントは16:00まで）（各コーナーは15:30まで。ホールイベントは16:00まで）



リフォーム・パッチワーク 作品集!!リフォーム・パッチワーク 作品集!!
西部３Ｒステーションでは、リフォーム教室やパッチワーク教室、古布で小物作り
などの講座を行っています。今回は素敵な作品の一部をご紹介します。

着物から基本のベスト作り 浴衣や着物からアロハシャツ作り

着物からチュニック作り（リフォーム教室） ポーチ作り（パッチワーク教室）

着物で直線裁ちチュニック作り

針金ハンガーを使って口広ポーチ 単衣の着物から夏帽子 着物からひとえの衿なしジャケット作り

着物や洋服からチュニック作り 帯からボストンバッグ作り クリスマスタペストリー作り

傘からエコバック作り 古布と軍手を使って干支の置物作り 古帯や着物からトートバッグ作り



博多湾

三陽高校

生の松原バス停 天神→

高崎交差点
JR筑肥線
生の松原団地

福寿園 総合
西市民
プール

←前原

西部3Rステーション

三陽高校バス停

今宿IC

捨六町IC
国道202号線バイパス国道202号線バイパス

今宿駅

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【 】

3 R 実 践 講 座

環 境 ク イズ ! ! の 答 え環 境 ク イズ ! ! の 答 え

●ミシンで簡単パッチワーク（三角つなぎ）【全２回】
日　時／平成２７年３月５日（木）、１２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／平成２７年２月２６日（木）必着
持ってくるもの／ 30cm×40cm 位の布を
２～３種類、接着キルト綿 50cm×50cm、
裏用布 50cm×50cm、裁縫道具一式、筆記用具

答えは③の「ヒートアイランド現象」です。

答えは②の「約１／３になる」です。

答えは②の「地産地消」です。

答えは③の「ＬＥＤ電球」です。

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

ナチュラル
カレンダー作り

日曜日 10:30 ～ 11:30
( 随時 ) 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

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？

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

都市部の地表面の熱収支が、道路舗装や建築物などの増加や冷
暖房などの人工排熱の増加により変化し、都市部の気温が郊外
に比べて高くなる現象のことをいいます。

一人が移動するときの二酸化炭素排出量は、マイカーでは約１
４７ｇ、鉄道では約１０９ｇ、バスでは約５１ｇ。環境への負
荷が小さい公共交通機関を利用することは、地球にとても優し
いことなのです。

地産地消とは、地域生産地域消費の略で、地元で生産された
様々な生産物や資源（主に農水産物）をその地域で消費すること
をいいます。旬の食べ物を新鮮なうちに食べられるほか、食料自
給率を上げ農水産物の輸送にかかるエネルギーを削減できます。

ＬＥＤ電球は、従来の白熱電球と比べて消費電力が約８分の１
ですみます。毎日使う照明を白熱電球からＬＥＤ電球に替えれ
ば、電気代が節約できるほか二酸化炭素の排出量を抑えること
ができます。

第1問第1問

第3問第3問

第2問第2問

第4問第4問


