
謹んで、新年のご挨拶を申しあげま
す。昨年は多くの皆様に西部３Ｒス
テーションの講座やイベントにご参
加いただき誠にありがとうございま
した。今年も多くの皆様にご利用い
ただけるよう努力してまいります。
本年もよろしくお願い申しあげます。
　　　　    　【西部３Ｒステーション】
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身近にあるものを利用して簡
単な小物を作ることができま
す。例えば、「古布を使った
チャーム作り」、「ハーブ入り
リサイクル石鹸作り」などを
体験してごみの減量のヒント
が学べます。

着なくなった洋服や和服を
使いリメイクしていろいろ
なものを作ります。
例えば、「帯からバッグ作
り」、「チュニック作り」な
どを作る方法が学べます。

布の端切れを使って
いろいろなものを作
ります。例えば、「ポー
チ」や「バッグ」、「ピ
ンクッション」など
を作り、端布の有効
利用を学べます。

公民館などに出向いて小物づくりの講座を行い
ます。例えば、「廃ガラスのペンダントトップ
作り」、「牛乳パックでハガキ作り」、「風鈴作り」
など不用なものを使って
小物をつくりながらごみ
の減量や環境について学
べます。

謹賀新年

体験講座体験講座 リフォーム教室リフォーム教室

パッチワーク教室パッチワーク教室 出前講座出前講座

干支の押絵｢未｣

まはなのりこさん作品

干支の押絵｢未｣

まはなのりこさん作品

ひつじひつじ



「エコフェスタ２０１４」を開催しました！！「エコフェスタ２０１４」を開催しました！！

環境クイズの様子（子ども用） 環境クイズの様子（大人用）

ワークショップの様子① ワークショップの様子② ワークショップの様子③

かえっこバザール じゃんけん大会 フリーマーケット

ホークスグッズ

が当たるぞ！！

意外と難しいな～簡単！簡単！

　１１月２３日（祝）に西部３Ｒステーションに於いて、環境ボランティア団体等
の協働により、“身近なごみ減量と３Ｒを楽しく学ぶ” をテーマに、環境イベント「エ
コフェスタ２０１４」を開催しました。
　イベントでは、先ず「環境クイズ」に挑戦して、次に“古布を使ったブローチ作り”や”
革や布の端切れを使ったストラップ作り”、“クラフトバンドのアクセサリー” などの
「もの作りワークショップ」に参加できる仕組みを取り入れ、学んで体験する流れを
作りました。他にも「かえっこバザール」、「フリーマーケット」、「自然環境写真展」、
「生ごみ堆肥からできた新鮮な野菜販売」などの出展もあり、また、（株）ヤフーの協
力で、ユーズド衣類（使用された洋服）を集める「ヤフオク! リユーススタンド」を
設置したり、ホークスグッズが当たる「じゃんけん大会」を行ったりと来場者の皆
様が楽しみながら環境について触れることができるイベントとなりました。
　環境クイズやワークショップを体験した参加者からは、「環境問題をもっと真剣に
考えようと改めて思いました」といった声や「ごみを減らす方法を考えさせられま
した。」などの声をいただきました。

お



「クリスマスエコもの作り」を開催しました！！「クリスマスエコもの作り」を開催しました！！

木の枝サンタと雪だるま

出前講座をしました！！出前講座をしました！！
　１２月６日（土）に飯倉公民館で小学生を対象に「ネイ
チャーゲーム」を行いました。
　公民館横の小学校校庭で身近な自然を感じつつ、歩きな
がら木の実などを拾いました。拾ったものは、自然なもの
を利用して作る壁飾りのネイチャークラフトの材料として
利用しました。子ども達が作りあげた作品を見せ合う “森
の美術館” をのぞいてみると、自分で拾った木の枝や木の
実を上手く使って、生き物をモチーフにしたクラフトが出
来上がっていました。中には、クリスマスが近いというこ
ともあり、クリスマスバージョンのクラフトを作る子ども
もいました。

　１２月６日～２１日の土日に環境ボランティア団体のみなさんと一緒に日替わり
で、「木の枝サンタと雪だるま」や「廃ガラスツリー」、「クリスマス柄のマグネット」、
「クリスマスのイラストプリントコースター」、「クリスマスタペストリー」、「紙のサ
ンタ壁飾り」など、クリスマスにちなんだ身近な不用品を使ったエコなもの作りを
行いました。特に子供たちは小物作りを楽しみながらクリスマス気分を盛り上げて
いました。
　最終日の２１日（日）には、かえっこバザールを開催しました。エコもの作りやゲー
ムに参加してポイントを貯めたり、家で遊ばなくなったおもちゃを持参してポイン
ト貯めたりしながら、貯めたポイントと欲しいおもちゃを交換してリユースの体験
をしました。

ガラスのクリスマスツリー

クリスマスカラーのストラップ かえっこバザール 紙のサンタ壁飾り

古布クリスマスタペストリークリスマス柄マグネットクリスマスプリントコースター



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
松ぼっくりを使ってふくろうの森作りatさいとぴあ
日　時／平成２７年１月２３日（金）
　　　　１０：００～１２：００
場　所／さいとぴあ（福岡市西部地域交流センター）
定　員／２０名（抽選）
参加費／無料
応募締切／平成２７年１月１６日（金）必着
持ってくるもの／裁縫道具、筆記用具

カッターシャツでクッション作り
日　時／平成２７年２月５日（木）、１２日（木）、１９日（木）
　　　　１３：００～１６：００
場　所／西部３Rステーション 研修室
定　員／１０名（抽選）
参加費／５００円
応募締切／平成２７年１月２２日（木）必着
持ってくるもの／カッターシャツ１枚
（）、はぎれ (20×20 ㎝ ) 4 ～ 5 枚ま
たはネクタイ 3～ 4本、裁縫道具一式、
型紙用紙、筆記用具

帯を使ってお雛様作り
日　時／平成２７年１月３０日（金）
　　　　１３：００～１６：００
場　所／西部３Rステーション 研修室
定　員／１５名（抽選）
参加費／３００円
応募締切／平成２７年１月１６日（金）必着
持ってくるもの／裁縫道具、筆記用具

着物から作務衣上下作り【全３回】【全３回】
日　時／平成２７年２月６日（金）、１３日（金）、２０日（金）
　　　　１３：００～１６：００
場　所／西部３Rステーション 研修室
定　員／１５名（抽選）
参加費／５００円
応募締切／平成２７年１月２２日（木）必着
持ってくるもの／着物１枚分（表と裏）、
※解いて汚れていれば洗ってアイロンをかけ
てくる。ひとえの場合は肩あて用・作務衣下の
布を用意。裁縫道具一式 ( ものさし、しつけ糸、
チャコ、ヘラ、まち針、縫い針、はさみ（紙・布用）、筆記用具

【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
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 ～ 15:00
( 随時 ) のうち、30 分程度
【定員】6名／日（先着順）
【申込】前日まで

木の枝で工作

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


