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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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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。福岡市内にお住まいの方なら、
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？

•体験コーナー!• 毎週開催•体験コーナー!• 毎週開催
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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

すべて無料です!
日時／平成25年９月23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／ 16区画（抽選）　※小雨決行
応募資格／ 20歳以上の人（販売を業をしていない方）
締切／平成25年８月23日（金）（必着）
応募方法：往復ハガキかFAX（１人１枚）に①「9/23祝日フリーマーケット希望」
②住所③氏名④年齢⑤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開催！

日時／９月５日（木）、12日（木）、19日（木）
　　　13:00～16:00
場所／２階研修室　定員／ 15名（抽選）
参加費／ 500円　応募締切／ 8月23日（金）必着
持ってくるもの／古着物または洋服（スカートなど）、
裏地、接着芯、裁縫道具一式、型紙用紙

日時／９月６日（金）13:00～16:00
場所／２階研修室　定員／ 15名（抽選）
参加費／ 500円
応募締切／８月23日（金）必着
持ってくるもの／無し
備考／必ずズボン着用

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3Ｒ実践講座

カッターシャツでパッチワーク風
クッション作り【全３回】
カッターシャツでパッチワーク風
クッション作り【全３回】
カッターシャツでパッチワーク風
クッション作り【全３回】
日時／９月13日（金）、20日（金）、27日（金）
　　　13:00～16:00
場所／２階研修室　定員／ 10名（抽選）
参加費／ 500円　応募締切／８月23日（金）必着
持ってくるもの／カッターシャツ２～３枚、型紙用紙

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？

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。

手ぶらで体験！古布でぞうり作り手ぶらで体験！古布でぞうり作り手ぶらで体験！古布でぞうり作り

チュニック丈のあわせの
ベスト作り【全３回】
チュニック丈のあわせの
ベスト作り【全３回】
チュニック丈のあわせの
ベスト作り【全３回】

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。
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着物からエコ

3R実践講座の応募方法

夏は、盆踊りや花火大会など楽しい行事が盛りだくさん！
また、最近は、ヒートアイランド現象緩和対策として打
ち水大作戦などが行われています。
そんな時に浴衣を着る機会があると思いますが、今回は、
浴衣、着物のエコについてです。
いまから遠くさかのぼった江戸時代では、古くなった着
物などはおむつや雑巾、下駄の鼻緒などにして再利用して
いました。
現代社会では着物を着る機会は少なくなったと思います
が、みなさんの家には着なくなったきれいな着物や帯、浴
衣などは眠っていませんか？
３Rステーションでは、着物や浴衣を再利用する講座を各

種開催しています。着物や浴衣を現代風にアレンジして、チュ
ニックやアロハシャツなどにリフォームしたり、バッグや小
物の材料としても、まだまだ十分に使うことができます。
両親や祖父母が使っていた物や思い出がたくさん詰まっ
ているものを新しい物に作りかえ、子どもやお孫さんにプレゼントするのも素敵ですよ。
自分で作ることが苦手だけど、捨てるのはもったいないと思う方は、是非、3Rステーションにご提
供いただければ、講座の材料として大切に使わせていただきます。

着物からワンピース風
チュニック

半幅帯でショルダーバッグ
（平成25年11月講座予定）

着物からバッグ

古布でうちわ作り古布でうちわ作り古布でうちわ作り 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”石けん作りハーブ入り“リサイクル”石けん作り
●時間　10:30～15:30（随時）
　　　　のうち、30分～1時間程度
●定員　10名／日（先着順）
●申込締切　
　希望日の前日まで

火曜日～金曜日 毎 週 水 曜 日

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
　希望日の前日まで

●時間　10:30～11:30
●定員　
　10名／日（先着順）
●申込締切　
　希望日の3日前まで

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　13:30～15:30（随時）
　のうち、1時間程度
●定員
　10名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

毎 週 土 曜 日

牛乳パックで紙すき体験牛乳パックで紙すき体験牛乳パックで紙すき体験
●時間　10:30～11:30（随時）
●定員　10名／日（先着順）
●申込締切　
　希望日の前日まで

廃ガラスの工作廃ガラスの工作廃ガラスの工作
●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　希望日の前日まで

毎 週 日 曜 日

廃材を使って汽車作り廃材を使って汽車作り廃材を使って汽車作り
●時間　10:30～11:30
　　　　30分程度
●定員　5名/日（先着順）
●申込締切　
　希望日の前日まで

貝殻でマグネット作り貝殻でマグネット作り貝殻でマグネット作り
●時間　14:00～15:30
　　　　30分程度
●定員　5名/日（先着順）
●申込締切　
　希望日の前日まで

廃材でメモスタンド作り廃材でメモスタンド作り廃材でメモスタンド作り
●時間　10:30～11:30
　　　　30分程度
●定員　5名/日（先着順）
●申込締切　
　希望日の前日まで

夏季限定!



　７月15日（祝）に西部3Rステーションで環境ボランティア10団体が集まり、“ワークショップ祭り”を開催しました。
　ワークショップ祭りは、毎年、初夏に実施しており、不用になったものを使ってもの作りを行い、子どもたちや大
人まで楽しんで「リユース（くり返し使う）」を体験してもらうイベントです。
　参加された方に、ごみの減量や3R、環境について考えるきっかけになったと思います。
　会場では、木片を使ってリス作りや端布で針山作り、端布でコースター作りなど、様々な作品が出来上がってい
ました。また、フリーマーケットも同時に開催しました。
　参加者からは「いつも色々なアイデアがあって楽しかった。」「今回初めて参加して、驚きがいっぱいでした。」な
どの声をいただきました。

福岡県では、平成19年度から毎年、「福岡県循環
型社会形成推進功労者知事表彰」を実施し、循環型
社会形成に向けて功績のあった個人、団体及び企業
を表彰しています。
今回、6月28日（金）に環境ボランティア団体「ふ
くおか環境倶楽部」が福岡県循環型社会形成推進功
労者知事表彰（団体部門）を受賞されました。
「ふくおか環境倶楽部」は平成18年から永年にわ
たり、段ボールコンポストを使った“生ごみの減量（堆肥化）”の普及に努め、多くの市民へ生ごみの堆
肥化の大切さを広げられています。このような継続的な3Rに関する活動が評価されて受賞に至りました。
毎週土曜日に西部3Rステーションで「生ごみ堆肥化相談会」などを開催し、市民の皆さんに直接、ア
ドバイスを行っていますので、生ごみの処理に困っている方やごみ減量を実践したい方は是非、お越し
下さい。
今後とも市民・地域のためにご尽力いただきたいと思います。
藤田会長からは「大変名誉なことなので、今後も活動を頑張りたいと思います。」というお言葉を頂き
ました。

藤田会長（後列の右から２番目）

「ふくおか環境倶楽部」
福岡県循環型社会形成
推進功労者知事表彰を受賞！

「ふくおか環境倶楽部」
福岡県循環型社会形成
推進功労者知事表彰を受賞！

ワークショップ祭りを開催しましたワークショップ祭りを開催しました
　6月25日（火）6月28日（金）にそれぞれ、横手小学校（南区）、小田部小学校（早良区）で環境
学習講座を実施しました。
　まず、地球温暖化やごみ問題などについて学び、次にリサイクル体験として、牛乳パックを利用した“紙
すき”でハガキ作りに挑戦しました。
　紙すきの材料であるパルプは、生徒達が家から持参した牛乳パックを利用しました。子どもたちが自
分たちで牛乳パックを水に浸し、フィルムを剥がして、パルプ状にしたものを材料として利用し、古紙
のリサイクルを実体験しました。みんな上手にハガキを作ることができました。児童からは「自分の手
で牛乳パックをリサイクルできて楽しかった。」、「これからは、物を大切にしたいと思った。」などの声
が聞かれました。環境学習を通して自分達に出来ること、行動を起こすことについて気づいてもらえた
と思います。

小学校で環境学習講座を開催しました！！小学校で環境学習講座を開催しました！！

夏休みは３Ｒステーションでもの作り体験！夏休みは３Ｒステーションでもの作り体験！
誰でも気軽に参加できる体験講座は、夏休みの自由研究にピッタリ！是非、ご参加下さい。

申込方法等は４ページでご確認ください。（材料がなくなり次第終了する場合がございます）

地球温暖化などの説明 “紙すき”の様子

端布で針山作り 木片でリス作り 端布でコースター作り

ポンポン船作り クラフトバンドでカチューシャ作り フリーマーケットの様子

古布でうちわ作り

貝殻でマグネット作り

廃材で汽車作り

廃ガラス工作

紙すきではがき作り

裂き織り体験！
コースター作り

木の枝で鉛筆作り
廃材でメモスタンド作り

NEW!NEW! NEW!NEW!

NEW!NEW!

NEW!NEW!
夏季限定!夏季限定!



　７月15日（祝）に西部3Rステーションで環境ボランティア10団体が集まり、“ワークショップ祭り”を開催しました。
　ワークショップ祭りは、毎年、初夏に実施しており、不用になったものを使ってもの作りを行い、子どもたちや大
人まで楽しんで「リユース（くり返し使う）」を体験してもらうイベントです。
　参加された方に、ごみの減量や3R、環境について考えるきっかけになったと思います。
　会場では、木片を使ってリス作りや端布で針山作り、端布でコースター作りなど、様々な作品が出来上がってい
ました。また、フリーマーケットも同時に開催しました。
　参加者からは「いつも色々なアイデアがあって楽しかった。」「今回初めて参加して、驚きがいっぱいでした。」な
どの声をいただきました。

福岡県では、平成19年度から毎年、「福岡県循環
型社会形成推進功労者知事表彰」を実施し、循環型
社会形成に向けて功績のあった個人、団体及び企業
を表彰しています。
今回、6月28日（金）に環境ボランティア団体「ふ
くおか環境倶楽部」が福岡県循環型社会形成推進功
労者知事表彰（団体部門）を受賞されました。
「ふくおか環境倶楽部」は平成18年から永年にわ
たり、段ボールコンポストを使った“生ごみの減量（堆肥化）”の普及に努め、多くの市民へ生ごみの堆
肥化の大切さを広げられています。このような継続的な3Rに関する活動が評価されて受賞に至りました。
毎週土曜日に西部3Rステーションで「生ごみ堆肥化相談会」などを開催し、市民の皆さんに直接、ア
ドバイスを行っていますので、生ごみの処理に困っている方やごみ減量を実践したい方は是非、お越し
下さい。
今後とも市民・地域のためにご尽力いただきたいと思います。
藤田会長からは「大変名誉なことなので、今後も活動を頑張りたいと思います。」というお言葉を頂き
ました。

藤田会長（後列の右から２番目）

「ふくおか環境倶楽部」
福岡県循環型社会形成
推進功労者知事表彰を受賞！

「ふくおか環境倶楽部」
福岡県循環型社会形成
推進功労者知事表彰を受賞！

ワークショップ祭りを開催しましたワークショップ祭りを開催しました
　6月25日（火）6月28日（金）にそれぞれ、横手小学校（南区）、小田部小学校（早良区）で環境
学習講座を実施しました。
　まず、地球温暖化やごみ問題などについて学び、次にリサイクル体験として、牛乳パックを利用した“紙
すき”でハガキ作りに挑戦しました。
　紙すきの材料であるパルプは、生徒達が家から持参した牛乳パックを利用しました。子どもたちが自
分たちで牛乳パックを水に浸し、フィルムを剥がして、パルプ状にしたものを材料として利用し、古紙
のリサイクルを実体験しました。みんな上手にハガキを作ることができました。児童からは「自分の手
で牛乳パックをリサイクルできて楽しかった。」、「これからは、物を大切にしたいと思った。」などの声
が聞かれました。環境学習を通して自分達に出来ること、行動を起こすことについて気づいてもらえた
と思います。

小学校で環境学習講座を開催しました！！小学校で環境学習講座を開催しました！！

夏休みは３Ｒステーションでもの作り体験！夏休みは３Ｒステーションでもの作り体験！
誰でも気軽に参加できる体験講座は、夏休みの自由研究にピッタリ！是非、ご参加下さい。

申込方法等は４ページでご確認ください。（材料がなくなり次第終了する場合がございます）

地球温暖化などの説明 “紙すき”の様子

端布で針山作り 木片でリス作り 端布でコースター作り

ポンポン船作り クラフトバンドでカチューシャ作り フリーマーケットの様子

古布でうちわ作り

貝殻でマグネット作り

廃材で汽車作り

廃ガラス工作

紙すきではがき作り

裂き織り体験！
コースター作り

木の枝で鉛筆作り
廃材でメモスタンド作り

NEW!NEW! NEW!NEW!

NEW!NEW!

NEW!NEW!
夏季限定!夏季限定!



めざせ!
循環型
社会

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
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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）
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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。福岡市内にお住まいの方なら、
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？

•体験コーナー!• 毎週開催•体験コーナー!• 毎週開催

ご利用案内
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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

すべて無料です!
日時／平成25年９月23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／ 16区画（抽選）　※小雨決行
応募資格／ 20歳以上の人（販売を業をしていない方）
締切／平成25年８月23日（金）（必着）
応募方法：往復ハガキかFAX（１人１枚）に①「9/23祝日フリーマーケット希望」
②住所③氏名④年齢⑤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開催！

日時／９月５日（木）、12日（木）、19日（木）
　　　13:00～16:00
場所／２階研修室　定員／ 15名（抽選）
参加費／ 500円　応募締切／ 8月23日（金）必着
持ってくるもの／古着物または洋服（スカートなど）、
裏地、接着芯、裁縫道具一式、型紙用紙

日時／９月６日（金）13:00～16:00
場所／２階研修室　定員／ 15名（抽選）
参加費／ 500円
応募締切／８月23日（金）必着
持ってくるもの／無し
備考／必ずズボン着用

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3Ｒ実践講座

カッターシャツでパッチワーク風
クッション作り【全３回】
カッターシャツでパッチワーク風
クッション作り【全３回】
カッターシャツでパッチワーク風
クッション作り【全３回】
日時／９月13日（金）、20日（金）、27日（金）
　　　13:00～16:00
場所／２階研修室　定員／ 10名（抽選）
参加費／ 500円　応募締切／８月23日（金）必着
持ってくるもの／カッターシャツ２～３枚、型紙用紙

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？

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。

手ぶらで体験！古布でぞうり作り手ぶらで体験！古布でぞうり作り手ぶらで体験！古布でぞうり作り

チュニック丈のあわせの
ベスト作り【全３回】
チュニック丈のあわせの
ベスト作り【全３回】
チュニック丈のあわせの
ベスト作り【全３回】

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

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

着物からエコ

3R実践講座の応募方法

夏は、盆踊りや花火大会など楽しい行事が盛りだくさん！
また、最近は、ヒートアイランド現象緩和対策として打

ち水大作戦などが行われています。
そんな時に浴衣を着る機会があると思いますが、今回は、

浴衣、着物のエコについてです。
いまから遠くさかのぼった江戸時代では、古くなった着

物などはおむつや雑巾、下駄の鼻緒などにして再利用して
いました。
現代社会では着物を着る機会は少なくなったと思います

が、みなさんの家には着なくなったきれいな着物や帯、浴
衣などは眠っていませんか？
３Rステーションでは、着物や浴衣を再利用する講座を各

種開催しています。着物や浴衣を現代風にアレンジして、チュ
ニックやアロハシャツなどにリフォームしたり、バッグや小
物の材料としても、まだまだ十分に使うことができます。
両親や祖父母が使っていた物や思い出がたくさん詰まっ

ているものを新しい物に作りかえ、子どもやお孫さんにプレゼントするのも素敵ですよ。
自分で作ることが苦手だけど、捨てるのはもったいないと思う方は、是非、3Rステーションにご提

供いただければ、講座の材料として大切に使わせていただきます。

着物からワンピース風
チュニック

半幅帯でショルダーバッグ
（平成25年11月講座予定）

着物からバッグ

古布でうちわ作り古布でうちわ作り古布でうちわ作り 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”石けん作りハーブ入り“リサイクル”石けん作り
●時間　10:30～15:30（随時）
　　　　のうち、30分～1時間程度
●定員　10名／日（先着順）
●申込締切　
　希望日の前日まで

火曜日～金曜日 毎 週 水 曜 日

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
　希望日の前日まで

●時間　10:30～11:30
●定員　
　10名／日（先着順）
●申込締切　
　希望日の3日前まで

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　13:30～15:30（随時）
　のうち、1時間程度
●定員
　10名／日（先着順）
●申込締切　希望日の前日まで

毎 週 土 曜 日

牛乳パックで紙すき体験牛乳パックで紙すき体験牛乳パックで紙すき体験
●時間　10:30～11:30（随時）
●定員　10名／日（先着順）
●申込締切　
　希望日の前日まで

廃ガラスの工作廃ガラスの工作廃ガラスの工作
●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　希望日の前日まで

毎 週 日 曜 日

廃材を使って汽車作り廃材を使って汽車作り廃材を使って汽車作り
●時間　10:30～11:30
　　　　30分程度
●定員　5名/日（先着順）
●申込締切　
　希望日の前日まで

貝殻でマグネット作り貝殻でマグネット作り貝殻でマグネット作り
●時間　14:00～15:30
　　　　30分程度
●定員　5名/日（先着順）
●申込締切　
　希望日の前日まで

廃材でメモスタンド作り廃材でメモスタンド作り廃材でメモスタンド作り
●時間　10:30～11:30
　　　　30分程度
●定員　5名/日（先着順）
●申込締切　
　希望日の前日まで

夏季限定!


