
博多湾

三陽高校

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

今宿駅

●西鉄バス「三陽高校前」より徒歩約2分

国道202号線バイパス国道202号線バイパス国道202号線バイパス

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。

３月の「３Ｒ実践講座」

体験講座！ すべて無料です！！

冷蔵室

野菜室

未開封の缶詰や
瓶詰めの調味料は
入れないで！

とりあえず保存した
食材や食べ残しは
ありませんか？

キュウリや茄子は
冷やし過ぎに注意

バナナやサツマイモ
などは冷蔵せずに
常温保存したほうがいい
と言われています。

今年は家族みんなで“省エネ”にチャレンジ！今年は家族みんなで“省エネ”にチャレンジ！今年は家族みんなで“省エネ”にチャレンジ！

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（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

西部3Rステーション ご利用案内

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

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。

編集・発行　公益財団法人 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1043-2　TEL：882-3190　FAX：882-4580
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　２４時間３６５日、休む間もなく働き続ける電気冷蔵庫は、家庭の年間消費電力量の多くを占めています。古い冷蔵
庫を省エネ性能の高い最新型に買い替えただけで、電気代が大幅に削減できたという話もよく聞きます。もちろん使い
方や置き場所に気を配るだけでも省エネ率はアップ。家族みんなで使うものだからこそ、もう一度使い方を見直してみ
ませんか。

10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

つまみ細工の花飾り 廃材で作る
動物スタンプセット お花のメモスタンド

牛乳パックで紙すき体験ボタンdeスタンプ

牛乳パックで
メモ＆フォトブック

ecoでおしゃれな
マグネットインテリア

ハーブ入り“リサイクル”
せっけん作り
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所要時間30分程度
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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

毎日 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

★体験講座の申込方法★ 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。

●往復はがき、またはＦＡＸにて「西区環境フェスタ２０１８フリーマーケット希望」
　とご記入のうえ、住所、年齢、電話番号を明記し、ご応募ください。

生ごみ堆肥相談会 「西区環境フェスタ２０１８」
フリーマーケット出店者募集

出店料

無料！

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。
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

●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　

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。

帯でボストンバッグ作り 【全２回】
日時／平成３０年３月１日㈭、１５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／２月２０日㈫必着

持ってくるもの／帯１本（名古屋帯でも可）。裏布：９０～１１０㎝幅×１１０㎝（木綿など）。
ファスナー：長さ６０㎝×１本（帯地の色に合うもの）。ものさし、布用はさみ、筆記用具、裁縫道具一式。

※ファスナーはオープンファスナーではない、メタル、またはコイルファスナーがおすすめです。

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、
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。【応募方法】

電気冷蔵庫編
冷蔵庫の省エネ技術は日々進化しています。１０年前の冷蔵庫と比較して、最新の冷蔵庫はインバーター制御や
ノンフロン真空断熱材を導入した省エネ性の高い製品が主流です。冷蔵庫の大きさは家族の人数や買い置きの量な
どに応じた容積のものを選びましょう。とくに冷凍室の大きさは消費電力量に大きく影響するのでライフスタイル
に応じたサイズ選びが大切。また、必ずしも容積に比例して年間消費電力が大きくなるわけではないので、日頃、
詰め込み過ぎと感じる場合は、ひとサイズ大きなものを選ぶことも検討してみてはいかがでしょう。

★買い替えで省エネ

沸かした麦茶やカレー等、熱いものは冷ましてから保存。ものを詰め込み過ぎたり、ムダな開閉をしないよう心
がけましょう。ドアのパッキンの傷みにも注意が必要です。缶詰や開封前の調味料等、常温で保存できるものを冷
蔵庫で保存していませんか。冷蔵庫の奥で眠っている食べ残しや、賞味期限切れの食品は定期的にチェックし、冷
蔵庫の整理をしましょう。

★使い方で省エネ

室温の低い冬などは設定温度を「強」から「中」にすることで、消費電力量が
少なくなります。ただし、食品によっては傷みやすくなるので注意が必要です。

★設定温度で省エネ

本体の周囲に適当な間隔をあけておくだけでも、省エネ効果がありま
す。直射日光のあたる場所やガスコンロなど熱源に近い場所への設置も
避けましょう。放熱スペースは冷蔵庫によって異なるので、各メーカー
のカタログ等を確認して置き場所を見直すことも必要です。買い替える
際は自宅の設置スペースにあった機種を選びましょう。

★置き方で省エネ

参考：資源エネルギー庁　省エネ性能カタログ2017年冬版

ペットボトルキャップとフェルト、空き箱で作るバレンタインチョコペットボトルキャップとフェルト、空き箱で作るバレンタインチョコペットボトルキャップとフェルト、空き箱で作るバレンタインチョコ

日時／平成３０年３月１１日㈰
　　　１０：３０～１５：３０
場所／さいとぴあ
　　　（福岡市西区西都２-１-１
　　　　ＪＲ筑肥線九大学研都市駅前）
区画／１６区画（抽選）　※雨天中止
応募資格／市内在住、または市内に通勤・
　　　　　通学する２０歳以上の人
　　　　　（販売業者でない方）
締切／平成３０年２月２２日㈭（必着）

フェスタフリーマーケット
（昨年の様子）

今年は家族みんなで“省エネ”にチャレンジ！



昨年の観察会で採れた松露

松露探しに夢中の子どもたち

毎月第２土曜日に行う松葉かき

昨年の観察会では参加者全員で記念撮影

自分が住んでいる地域のために、100年先まで財産として残せる活動
は何かと考えたとき、生の松原の美しい景観を未来の子どもたちのため
に守りたいと思ったんです。生の松原に限らず、昭和30年代までは松
林の落枝落葉はすべて家庭の燃料として利用され、松原は枯れ枝ひと
つない砂地の、いわゆる白砂青松の状態が保たれてきました。その状
態こそがいまでは幻と言われるキノコ「松露」の生育に適した環境で、
このあたりでもたくさんの松露が採れていたそうです。ところがプロパ
ンガスや電気の普及で落ち葉かきをする人が激減すると、落ち葉が積
もって腐葉土の層が厚くなり、この肥えた土が逆に松の根の発達を悪く
して、松露などの菌根菌による菌根の発育まで妨げてしまいました。その状態が松くい虫による被害にもつ
ながり、松原が荒廃しはじめたのです。まずは自分たちにもできる松葉かきで白砂青松を復元し、幻のキノ
コ「松露」を復活させようと、平成22年3月に活動をスタートしました。

A．
Ｑ．この活動に取り組もうと思ったきっかけは何ですか。

春と秋にクロマツ林の砂地に生えるショウロ科のキノコで、直径は約２
㎝程度。キノコらしくない小さな丸いジャガイモのような形をしています。
色は最初白く、掘り出すと淡黄褐色に変化します。サクサクとした歯ごた
えで松特有の香りがあり、おいしいですよ。
松露を増やすには、腐葉土が溜まらないよう松葉をかいて松原をすっ

きり風通しのよい砂地の状態にしておくことが大事で、それが松の保全
につながっていくわけです。

A．
Ｑ．松露とはどんなキノコなのですか。

毎月一回松葉かきをして、必要に応じ土壌改良のための炭の導入や水
やりなども行います。地域の子どもを含む15名前後の方が参加してくれ
ます。１月には専門家による「きのこの勉強会」や「きのこ鍋」を囲ん
での親睦会、松露の採れる秋には「きのこ観察会」を開いて、参加者全
員で松露探し。活動の成果もあって採れる松露の数も少しずつ増えてい
ます。昨年からは佐賀県唐津市の虹の松原から遠賀郡芦屋町にまで活動
範囲を広げ、芦屋町では松の植樹にも参加。昨年活動に参加していただ
いた方の年間総数がはじめて目標の２５０人を超えました。

A．
Ｑ．具体的に活動内容を教えてください。

まずは松葉かきの活動を継続すること、そしてより多くの人に伝え、
参加していただくことです。とくに子どもたちにはたくさん参加してほしい
ですね。子ども時代に豊かな自然に触れ、自然の大切さを学ぶことは、
大人になった時に必ず役に立つと思うからです。

A．
Ｑ．今後の目標について教えてください。

東は遠賀郡の芦屋海岸から、西は佐賀県唐津市の虹の松原まで続く玄界
灘沿岸の松原。その中心部に長さ約１．６ｋｍに渡り、弓状に広がる生の
松原（福岡市西区）は、古くから歌に詠まれ、白砂青松百選にも選ばれた
景勝地です。そんな生の松原で、昔たくさん採れていたという幻のキノコ
「松露」を復活させ、かつての美しい松原を復元しようと活動しているの
が『白砂青松　美の松露』の皆さんです。今回は同会の代表・河口里美さ
んにお話を伺いました。

西部３Rステーションが実施するフリーマーケット（１６区画）は毎回大好評。欲しかった品や思わぬ掘り出し物に出
会うチャンスです。また当施設の３R実践講座講師による「古布でポケットティッシュカバー作り」のワークショップも
おすすめ。裁縫が苦手な方やお子さんでも簡単にできるように材料を準備しています。ぜひ、自分だけのポケットティッ
シュカバーを手づくりしてみませんか？
昨年好評だった福岡市環境局による古着の回収も行われます。洗濯済みであれば破れていても引取ってもらえます

（下着・防寒着・皮革製品等は引取りできません）。この機会に着なくなった衣類をぜひ、会場にお持ちください。
この他にも、おとな（衣類）と子ども（おもちゃ）の「かえっこバザール」や、ボランティア団体による廃材を使ったも
の作りのワークショップなど、楽しいエコ体験が盛りだくさん。ステージでもダンスあり、演劇ありの楽しい催しが
会場を盛り上げてくれます。
さまざまなエコ体験をしてスタンプを集める「スタンプラリー」に参加した方には、先着で景品もプレゼント。みな
さんもこの機会に、楽しみながら３R（リデュース・リユース・リサイクル）を学んでみませんか。

西区役所と福岡市西部３Ｒステーションが主催する春恒例の環境啓発イベント「西区環境フェスタ201８」を
３月１１日（日）に開催します。今年の会場は、西部地域交流センター「さいとぴあ」です。

代表の河口里美さん

幻のキノコ「松露」を復活させ、
生の松原の美しい景観を未来の子どもたちへ

「白砂青松　美の松露」代表　河口　里美さん「西区環境フェスタ２０１８」に
出かけよう！

「西区環境フェスタ２０１８」に
出かけよう！

「西区環境フェスタ２０１８」に
出かけよう！

「西区環境フェスタ２０１８」に
出かけよう！

春一番のエコ体験スポット

西区ｅｃｏ特区宣言！～つながるエコ～

こにし　みえこ　著

　寒い冬は暖かい部屋の中でチクチク針仕事をするのも楽しいですね。今
回ご紹介する２冊は、手芸本というより、古い物を大切にする「暮らし」の
本。古着を使った生活の中のものづくりを得意とするこにしさんならでは
のアイデアとひらめきで、古い洋服や布、穴の開いた靴下など、「もう使
うのは無理かな」と思う素材がイキイキとよみがえります。読者からも、「眺
めているだけで作りたい気持ちがどんどん湧いてくる本」と大好評。自分
のペースで、自由にもの作りを楽しむヒントがぎっしりと詰まっていて、
「お繕い」のイメージも変わりそうです。この本を読めば、処分しようと思っ
ていた服や雑貨が宝の山に見えてくるかもしれませんね。 ■問合せ先：「白砂青松　美の松露」TEL/FAX092-883-6131　代表：河口まで

「お繕いと暮らしのものづくり」
「お繕いの発想法」

ワークショップ（昨年の様子）フリーマーケット（昨年の様子） 「古布でポケットティッシュカバー作り」（見本）

■フリーマーケット出店申し込みの詳細はP4でご確認ください。

日時：平成３０年３月１１日（日）　１０：３０～１６：００　（各コーナーは１５：３０まで　ホールイベントは１６：００まで）
会場：西部地域交流センター　さいとぴあ　（福岡市西区西都２丁目１‐１　JR筑肥線九大学研都市駅前）
　　　※雨天決行（フリーマーケットのみ雨天中止）

※一部有料コーナーがあります。

入 場 無 料

手話通訳あり
マイバッグを
　必ず持参してね！



昨年の観察会で採れた松露

松露探しに夢中の子どもたち

毎月第２土曜日に行う松葉かき

昨年の観察会では参加者全員で記念撮影

自分が住んでいる地域のために、100年先まで財産として残せる活動
は何かと考えたとき、生の松原の美しい景観を未来の子どもたちのため
に守りたいと思ったんです。生の松原に限らず、昭和30年代までは松
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つない砂地の、いわゆる白砂青松の状態が保たれてきました。その状
態こそがいまでは幻と言われるキノコ「松露」の生育に適した環境で、
このあたりでもたくさんの松露が採れていたそうです。ところがプロパ
ンガスや電気の普及で落ち葉かきをする人が激減すると、落ち葉が積
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コ「松露」を復活させようと、平成22年3月に活動をスタートしました。

A．
Ｑ．この活動に取り組もうと思ったきっかけは何ですか。

春と秋にクロマツ林の砂地に生えるショウロ科のキノコで、直径は約２
㎝程度。キノコらしくない小さな丸いジャガイモのような形をしています。
色は最初白く、掘り出すと淡黄褐色に変化します。サクサクとした歯ごた
えで松特有の香りがあり、おいしいですよ。
松露を増やすには、腐葉土が溜まらないよう松葉をかいて松原をすっ

きり風通しのよい砂地の状態にしておくことが大事で、それが松の保全
につながっていくわけです。

A．
Ｑ．松露とはどんなキノコなのですか。

毎月一回松葉かきをして、必要に応じ土壌改良のための炭の導入や水
やりなども行います。地域の子どもを含む15名前後の方が参加してくれ
ます。１月には専門家による「きのこの勉強会」や「きのこ鍋」を囲ん
での親睦会、松露の採れる秋には「きのこ観察会」を開いて、参加者全
員で松露探し。活動の成果もあって採れる松露の数も少しずつ増えてい
ます。昨年からは佐賀県唐津市の虹の松原から遠賀郡芦屋町にまで活動
範囲を広げ、芦屋町では松の植樹にも参加。昨年活動に参加していただ
いた方の年間総数がはじめて目標の２５０人を超えました。

A．
Ｑ．具体的に活動内容を教えてください。

まずは松葉かきの活動を継続すること、そしてより多くの人に伝え、
参加していただくことです。とくに子どもたちにはたくさん参加してほしい
ですね。子ども時代に豊かな自然に触れ、自然の大切さを学ぶことは、
大人になった時に必ず役に立つと思うからです。

A．
Ｑ．今後の目標について教えてください。

東は遠賀郡の芦屋海岸から、西は佐賀県唐津市の虹の松原まで続く玄界
灘沿岸の松原。その中心部に長さ約１．６ｋｍに渡り、弓状に広がる生の
松原（福岡市西区）は、古くから歌に詠まれ、白砂青松百選にも選ばれた
景勝地です。そんな生の松原で、昔たくさん採れていたという幻のキノコ
「松露」を復活させ、かつての美しい松原を復元しようと活動しているの
が『白砂青松　美の松露』の皆さんです。今回は同会の代表・河口里美さ
んにお話を伺いました。

西部３Rステーションが実施するフリーマーケット（１６区画）は毎回大好評。欲しかった品や思わぬ掘り出し物に出
会うチャンスです。また当施設の３R実践講座講師による「古布でポケットティッシュカバー作り」のワークショップも
おすすめ。裁縫が苦手な方やお子さんでも簡単にできるように材料を準備しています。ぜひ、自分だけのポケットティッ
シュカバーを手づくりしてみませんか？
昨年好評だった福岡市環境局による古着の回収も行われます。洗濯済みであれば破れていても引取ってもらえます

（下着・防寒着・皮革製品等は引取りできません）。この機会に着なくなった衣類をぜひ、会場にお持ちください。
この他にも、おとな（衣類）と子ども（おもちゃ）の「かえっこバザール」や、ボランティア団体による廃材を使ったも
の作りのワークショップなど、楽しいエコ体験が盛りだくさん。ステージでもダンスあり、演劇ありの楽しい催しが
会場を盛り上げてくれます。
さまざまなエコ体験をしてスタンプを集める「スタンプラリー」に参加した方には、先着で景品もプレゼント。みな
さんもこの機会に、楽しみながら３R（リデュース・リユース・リサイクル）を学んでみませんか。

西区役所と福岡市西部３Ｒステーションが主催する春恒例の環境啓発イベント「西区環境フェスタ201８」を
３月１１日（日）に開催します。今年の会場は、西部地域交流センター「さいとぴあ」です。

代表の河口里美さん

幻のキノコ「松露」を復活させ、
生の松原の美しい景観を未来の子どもたちへ

「白砂青松　美の松露」代表　河口　里美さん「西区環境フェスタ２０１８」に
出かけよう！

「西区環境フェスタ２０１８」に
出かけよう！

「西区環境フェスタ２０１８」に
出かけよう！

「西区環境フェスタ２０１８」に
出かけよう！

春一番のエコ体験スポット

西区ｅｃｏ特区宣言！～つながるエコ～

こにし　みえこ　著

　寒い冬は暖かい部屋の中でチクチク針仕事をするのも楽しいですね。今
回ご紹介する２冊は、手芸本というより、古い物を大切にする「暮らし」の
本。古着を使った生活の中のものづくりを得意とするこにしさんならでは
のアイデアとひらめきで、古い洋服や布、穴の開いた靴下など、「もう使
うのは無理かな」と思う素材がイキイキとよみがえります。読者からも、「眺
めているだけで作りたい気持ちがどんどん湧いてくる本」と大好評。自分
のペースで、自由にもの作りを楽しむヒントがぎっしりと詰まっていて、
「お繕い」のイメージも変わりそうです。この本を読めば、処分しようと思っ
ていた服や雑貨が宝の山に見えてくるかもしれませんね。 ■問合せ先：「白砂青松　美の松露」TEL/FAX092-883-6131　代表：河口まで

「お繕いと暮らしのものづくり」
「お繕いの発想法」

ワークショップ（昨年の様子）フリーマーケット（昨年の様子） 「古布でポケットティッシュカバー作り」（見本）

■フリーマーケット出店申し込みの詳細はP4でご確認ください。

日時：平成３０年３月１１日（日）　１０：３０～１６：００　（各コーナーは１５：３０まで　ホールイベントは１６：００まで）
会場：西部地域交流センター　さいとぴあ　（福岡市西区西都２丁目１‐１　JR筑肥線九大学研都市駅前）
　　　※雨天決行（フリーマーケットのみ雨天中止）

※一部有料コーナーがあります。

入 場 無 料

手話通訳あり
マイバッグを
　必ず持参してね！



博多湾
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西市民
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西部3Rステーション

三陽高校バス停

今宿IC

捨六町IC

今宿駅

●西鉄バス「三陽高校前」より徒歩約2分

国道202号線バイパス国道202号線バイパス国道202号線バイパス

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。

３月の「３Ｒ実践講座」

体験講座！ すべて無料です！！

冷蔵室

野菜室

未開封の缶詰や
瓶詰めの調味料は
入れないで！

とりあえず保存した
食材や食べ残しは
ありませんか？

キュウリや茄子は
冷やし過ぎに注意

バナナやサツマイモ
などは冷蔵せずに
常温保存したほうがいい
と言われています。

今年は家族みんなで“省エネ”にチャレンジ！今年は家族みんなで“省エネ”にチャレンジ！今年は家族みんなで“省エネ”にチャレンジ！

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（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

西部3Rステーション ご利用案内

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

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。

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

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福岡市西部3Rステーション情報誌
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　２４時間３６５日、休む間もなく働き続ける電気冷蔵庫は、家庭の年間消費電力量の多くを占めています。古い冷蔵
庫を省エネ性能の高い最新型に買い替えただけで、電気代が大幅に削減できたという話もよく聞きます。もちろん使い
方や置き場所に気を配るだけでも省エネ率はアップ。家族みんなで使うものだからこそ、もう一度使い方を見直してみ
ませんか。

10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

つまみ細工の花飾り 廃材で作る
動物スタンプセット お花のメモスタンド

牛乳パックで紙すき体験ボタンdeスタンプ

牛乳パックで
メモ＆フォトブック

ecoでおしゃれな
マグネットインテリア

ハーブ入り“リサイクル”
せっけん作り

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

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

毎日 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

★体験講座の申込方法★ 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。

●往復はがき、またはＦＡＸにて「西区環境フェスタ２０１８フリーマーケット希望」
　とご記入のうえ、住所、年齢、電話番号を明記し、ご応募ください。

生ごみ堆肥相談会 「西区環境フェスタ２０１８」
フリーマーケット出店者募集

出店料

無料！

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。
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

●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　

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。

帯でボストンバッグ作り 【全２回】
日時／平成３０年３月１日㈭、１５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／２月２０日㈫必着

持ってくるもの／帯１本（名古屋帯でも可）。裏布：９０～１１０㎝幅×１１０㎝（木綿など）。
ファスナー：長さ６０㎝×１本（帯地の色に合うもの）。ものさし、布用はさみ、筆記用具、裁縫道具一式。

※ファスナーはオープンファスナーではない、メタル、またはコイルファスナーがおすすめです。

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、
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。【応募方法】

電気冷蔵庫編
冷蔵庫の省エネ技術は日々進化しています。１０年前の冷蔵庫と比較して、最新の冷蔵庫はインバーター制御や
ノンフロン真空断熱材を導入した省エネ性の高い製品が主流です。冷蔵庫の大きさは家族の人数や買い置きの量な
どに応じた容積のものを選びましょう。とくに冷凍室の大きさは消費電力量に大きく影響するのでライフスタイル
に応じたサイズ選びが大切。また、必ずしも容積に比例して年間消費電力が大きくなるわけではないので、日頃、
詰め込み過ぎと感じる場合は、ひとサイズ大きなものを選ぶことも検討してみてはいかがでしょう。

★買い替えで省エネ

沸かした麦茶やカレー等、熱いものは冷ましてから保存。ものを詰め込み過ぎたり、ムダな開閉をしないよう心
がけましょう。ドアのパッキンの傷みにも注意が必要です。缶詰や開封前の調味料等、常温で保存できるものを冷
蔵庫で保存していませんか。冷蔵庫の奥で眠っている食べ残しや、賞味期限切れの食品は定期的にチェックし、冷
蔵庫の整理をしましょう。

★使い方で省エネ

室温の低い冬などは設定温度を「強」から「中」にすることで、消費電力量が
少なくなります。ただし、食品によっては傷みやすくなるので注意が必要です。

★設定温度で省エネ

本体の周囲に適当な間隔をあけておくだけでも、省エネ効果がありま
す。直射日光のあたる場所やガスコンロなど熱源に近い場所への設置も
避けましょう。放熱スペースは冷蔵庫によって異なるので、各メーカー
のカタログ等を確認して置き場所を見直すことも必要です。買い替える
際は自宅の設置スペースにあった機種を選びましょう。

★置き方で省エネ

参考：資源エネルギー庁　省エネ性能カタログ2017年冬版

ペットボトルキャップとフェルト、空き箱で作るバレンタインチョコペットボトルキャップとフェルト、空き箱で作るバレンタインチョコペットボトルキャップとフェルト、空き箱で作るバレンタインチョコ

日時／平成３０年３月１１日㈰
　　　１０：３０～１５：３０
場所／さいとぴあ
　　　（福岡市西区西都２-１-１
　　　　ＪＲ筑肥線九大学研都市駅前）
区画／１６区画（抽選）　※雨天中止
応募資格／市内在住、または市内に通勤・
　　　　　通学する２０歳以上の人
　　　　　（販売業者でない方）
締切／平成３０年２月２２日㈭（必着）

フェスタフリーマーケット
（昨年の様子）

今年は家族みんなで“省エネ”にチャレンジ！


