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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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　　　　　  福岡市西区今宿青木1043番の2 TEL：882－3190 FAX：882－4580

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

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

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

すべて無料です!

●時間　
　10:30～11:30
　（随時）
●定員
　10名／日（先着順）
●申込締切
　前日まで

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
　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　前日まで

水　曜　日 

土　曜　日 

日　曜　日 

日時／平成25年７月15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／各日16区画（抽選） ※小雨決行
応募資格／ 20歳以上の人（販売を業としていない方）
締切／平成25年６月26日（水）（必着）
応募方法：往復ハガキかFAX（１人１枚）に「7/15 祝日フリーマー
ケット希望」、住所、氏名、年齢、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出店者募集 !

日時／７月３日（水）～９月18日（水）
　　　13:00 ～ 16:00
場所／２階研修室　定員／ 10名（抽選）
参加費／ 1,000円　応募締切／６月25日（火）必着
持ってくるもの／型紙用の紙、筆記用具、リフォーム
したい着物、洋服。裁縫道具、ものさし。

日時／７月４日（木）、11日（木）、18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／６月25日（火）必着
持ってくるもの／夏物の洋服（男物のワイシャツ

（1枚）、スカート（1枚））、夏の薄地の着物、薄地の
裏生地、裁縫道具、ものさし

往復はがき、FAX、又は西部３Rステーションの２階
の受付で①希望講座②住所③氏名④年齢⑤電話番号を
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

応募
方法

3Ｒ実践講座3Ｒ実践講座

“かけがえのない地球”を守るために
私たちができることとは

“かけがえのない地球”を守るために
私たちができることとは

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
日時／７月５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／６月25日（火）必着
持ってくるもの／無し　備考／必ずズボン着用

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　前日まで

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。

夏帽子とコサージュ作り【全３回】夏帽子とコサージュ作り【全３回】夏帽子とコサージュ作り【全３回】

衣類のリフォーム教室【全12回】（毎週水曜日）衣類のリフォーム教室【全12回】（毎週水曜日）衣類のリフォーム教室【全12回】（毎週水曜日）

電話、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

大判ハンカチで作るピエロ人形
遠藤 幸子 さん

大判ハンカチで作るピエロ人形
遠藤 幸子 さん

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

６月は環境月間です。

　1972年6月5日、環境問題が地球規模、人類共通の課題になってきたことからスウェーデンのストッ
クホルムで“かけがえのない地球（Only One Earth）”をテーマにした「国連人間環境会議」が開かれ
ました。このことを契機に日本では6月を「環境月間」としています。
　“かけがえのない地球”を守り、次の世代に引き継ぐために『私たち一人ひとりに何ができるのか、
そして何をしなければならないのか』を考えるきっかけになるような環境問題に関するメッセージをい
くつか紹介します。

「われわれが住める場所はこのたったひとつの惑星だけだ。もしこの惑星
に長くいきていこうと欲するなら、われわれは自分たちの態度をすみやか
に変える必要があるだろう。」 チャールズ皇太子

「地球は溢れるほどのものを与えてくれる。耳を澄まそう、地球とその鼓動に。
この美しい惑星と、調和を保って生きていこう。」 

芸術家・音楽家　ヨーコ・オノ

「未来は、ずっと先にあるわけではありません。未来は、今にあるのです。 
将来、実現したい何かがあるなら、今、その為に行動しなければなりません。」

2004年ノーベル平和賞受賞者　ワンガリ・マータイ

「自然界の保全について、われわれが慎重を欠いていた事を未来の世代は決し
て許さぬだろう。」 レイチェル・カーソン　1962年著書「沈黙の春」より

～心に響くメッセージ～
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　５月１７日（金）に西区羽根戸にある「藤ヶ丘幼稚園」
の年長さんが西部３Rステーションを見学にきました。
施設の中を観て、“牛乳パックから作られたはがき”や

“裂き織り体験コースター作り”などの話を真剣な目差
しで聞いてもらいました。
　ハーブ入り“リサイクル”石けん作りの説明の際に
は「油から石けんができると？すごーい!!」、「お母さ
んと一緒に作ってみたい」と歓声が上がり、楽しく環
境のことを学んでもらえたようです。
　次に、地域環境団体の「ふくおか環境倶楽部」のメ
ンバーの方々から“竹とんぼ作り”を習い、園児達は
羽の部分に色鮮やかな模様をマジックで描いて、自分
だけの竹とんぼを作っていました。
　最後にみんなで竹とんぼを飛ばす姿は笑顔がいっぱ
いでした。

　７月１５日（祝）にワークショップ祭りを開催します。
　ごみ減量をキーワードとして様々な活動をしている環境活動
団体が10団体集まり、家庭で不用になった物を使った「もの
作りワークショップ」を行います。誰でも気軽に参加でき、楽
しく学ぶことができます。
　ワークショップを通して、ごみ減量について学ぶきっかけ作
りをしてみませんか。
　当日は、祝日フリーマーケット
も開催しますので、出展希望の方
は４ページをご覧ください。

藤ヶ丘幼稚園の園児たちが施設を見学!藤ヶ丘幼稚園の園児たちが施設を見学!ラブアース・クリーンアップ2013開催!!ラブアース・クリーンアップ2013開催!!ラブアース・クリーンアップ2013開催!!

夏休み企画!!夏休み企画!! 親子自然観察会～身近な自然の生き物たち
親子自然観察会
～身近な自然の生き物たち

「ワークショップ祭り2013」開催!!「ワークショップ祭り2013」開催!!

開催日時：平成２５年６月１６日（日）
　　　　　午前９時 受付開始～午前１１時頃
実施会場：市内約１４０会場　
※２０１３年本部会場は、西区長垂海浜公園
ホームページ参照　「ラブアース・クリーンアップ」で検索

　今回は、４月１７日（水）・２４日（水）に実施されたリ
フォーム教室『Gパンやスカート生地でまち付きバッグ
作り』におじゃましました。
　履けなくなったGパンやスカートがおしゃれな「ま
ち付きバッグ」へ変身しました。
　参加者からは「Gパン布がいろいろな形に変身する
ので楽しかった。これを機会に家でも他の布地を使っ
たりしていろいろなものを作ってみようと思いま
す。」、「リフォームのアイデアを教えてもらったことに
加えて、講座に参加して友達も出来て楽しい教室でし
た。」といった声をいただきました。
　不用になったものを工夫して作り直すと新しい姿に
生まれ変わります。
　皆さんも講座に参加してリメイクを楽しんでみま
せんか。

　室見川にはさまざまな生き物が住んでいます。その生き物を観察
することで自然に親しみ、自然環境の大切さを学んでみませんか。
　昆虫探しや、川の生物をあみや仕掛けで捕まえて観察してみよう!!
日　　程：平成２５年７月２８日（日）
時　　間：１０：００～１５：００※雨天決行
場　　所：室見川河畔公園（集合場所：地下鉄橋本駅）
参 加 料：無料　　
定　　員：５０名（応募多数の場合は抽選）
対　　象：幼稚園児・小学生・中学生　※保護者同伴
申込方法：往復はがき、FAX または西部３ R ステーション２階の受付にて
　　　　　①住所②参加者の氏名と年齢③連絡先を必ずご記入の上、申込み
　　　　　ください。
締 切 日：平成２５年７月２１日（日）
申 込 先：４ページ掲載の連絡先まで、お申込みください。

　ラブアース・クリーンアップは、平成４年５月に開催された「ローマ・クラブ福岡
会議イン九州」を契機に、同会議のテーマである“地球環境と地域行動”の実践とし
て始まった地域環境美化活動であり、市民、企業、行政が協力して、海岸、河川、公園
等の一斉清掃を毎年実施しています。
　福岡市から始まったラブアース・クリーンアップは、九州・沖縄・山口各県はもと
より、石川県や北海道、更には韓国釜山広域市まで広がっています。市内約140会場
で清掃を行いますので、是非、お近くの会場にご参加下さい。

Ｇパンやスカート生地でまち付きバッグ作りＧパンやスカート生地でまち付きバッグ作り

昨年の様子

平成24年度本部会場での実施風景
（東区三苫海岸）
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Ｇパンやスカート生地でまち付きバッグ作りＧパンやスカート生地でまち付きバッグ作り

昨年の様子

平成24年度本部会場での実施風景
（東区三苫海岸）



めざせ!
循環型
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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

西部３Ｒステーション

西部3Rステーション

←前原 天神→

JR 筑肥線

博多湾
生の松原バス停

生の松原団地 高崎交差点

国道202号線バイパス
三陽高校バス停三陽高校●

総合
西市民
プール

●

福寿園●

今宿駅
今宿IC

捨六町IC

●西鉄バス「三陽高校前」
　より徒歩約2分

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）
　　　　　  福岡市西区今宿青木1043番の2 TEL：882－3190 FAX：882－4580

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

2013.6
Vol.87
2013.6
Vol.87

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

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

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

すべて無料です!

●時間　
　10:30～11:30
　（随時）
●定員
　10名／日（先着順）
●申込締切
　前日まで

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
　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　前日まで

水　曜　日 

土　曜　日 

日　曜　日 

日時／平成25年７月15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／各日16区画（抽選） ※小雨決行
応募資格／ 20歳以上の人（販売を業としていない方）
締切／平成25年６月26日（水）（必着）
応募方法：往復ハガキかFAX（１人１枚）に「7/15 祝日フリーマー
ケット希望」、住所、氏名、年齢、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出店者募集 !

日時／７月３日（水）～９月18日（水）
　　　13:00 ～ 16:00
場所／２階研修室　定員／ 10名（抽選）
参加費／ 1,000円　応募締切／６月25日（火）必着
持ってくるもの／型紙用の紙、筆記用具、リフォーム
したい着物、洋服。裁縫道具、ものさし。

日時／７月４日（木）、11日（木）、18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／６月25日（火）必着
持ってくるもの／夏物の洋服（男物のワイシャツ

（1枚）、スカート（1枚））、夏の薄地の着物、薄地の
裏生地、裁縫道具、ものさし

往復はがき、FAX、又は西部３Rステーションの２階
の受付で①希望講座②住所③氏名④年齢⑤電話番号を
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

応募
方法

3Ｒ実践講座3Ｒ実践講座

“かけがえのない地球”を守るために
私たちができることとは

“かけがえのない地球”を守るために
私たちができることとは

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
日時／７月５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／６月25日（火）必着
持ってくるもの／無し　備考／必ずズボン着用

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　前日まで

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。

夏帽子とコサージュ作り【全３回】夏帽子とコサージュ作り【全３回】夏帽子とコサージュ作り【全３回】

衣類のリフォーム教室【全12回】（毎週水曜日）衣類のリフォーム教室【全12回】（毎週水曜日）衣類のリフォーム教室【全12回】（毎週水曜日）

電話、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

大判ハンカチで作るピエロ人形
遠藤 幸子 さん

大判ハンカチで作るピエロ人形
遠藤 幸子 さん

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

６月は環境月間です。

　1972年6月5日、環境問題が地球規模、人類共通の課題になってきたことからスウェーデンのストッ
クホルムで“かけがえのない地球（Only One Earth）”をテーマにした「国連人間環境会議」が開かれ
ました。このことを契機に日本では6月を「環境月間」としています。
　“かけがえのない地球”を守り、次の世代に引き継ぐために『私たち一人ひとりに何ができるのか、
そして何をしなければならないのか』を考えるきっかけになるような環境問題に関するメッセージをい
くつか紹介します。

「われわれが住める場所はこのたったひとつの惑星だけだ。もしこの惑星
に長くいきていこうと欲するなら、われわれは自分たちの態度をすみやか
に変える必要があるだろう。」 チャールズ皇太子

「地球は溢れるほどのものを与えてくれる。耳を澄まそう、地球とその鼓動に。
この美しい惑星と、調和を保って生きていこう。」 

芸術家・音楽家　ヨーコ・オノ

「未来は、ずっと先にあるわけではありません。未来は、今にあるのです。 
将来、実現したい何かがあるなら、今、その為に行動しなければなりません。」

2004年ノーベル平和賞受賞者　ワンガリ・マータイ

「自然界の保全について、われわれが慎重を欠いていた事を未来の世代は決し
て許さぬだろう。」 レイチェル・カーソン　1962年著書「沈黙の春」より

～心に響くメッセージ～


