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再生工房を運営する耳納ねっと︕がお届けする情報誌
平成16年から、うきは市、田主丸町でエコ活動やってます︕

ミ

ニミニフリーマーケットを１月20日（土）に
開催しました。これは毎月開催している二十日
の市を少しでも盛り上げる目的で同時開催した
ものです。寒い時期の開催であるのと雨天にも対応でき
るよう、館内の開催となりました。おかげさまで多くの
来場客でにぎわい、一時駐車場も満車となるほどでした。
現在のところ第２回は平成31年１月20日（日）に
二十日の市と同時開催する予定です。お楽しみに︕

耳納ねっと！リペア・リメイク家具ギャラリー 201８年２月
←
傷んだ天板を
取り外して新しい
板と交換。
足の部分が酷く
錆びていたので
塗装しました。

→
和箪笥の引出の
内側を塗装して
本立てに。
←
昭和レトロ
机を部分的
に塗装しま
した。

←
和箪笥の内側
に棚板を設け
塗装した棚。

和箪笥の
大きな引出
のみ取り外
して塗装し
リメイク↓
↑
和箪笥の引出をすべて取り
外し塗装して新たな棚に
リメイク。
→
足踏みミシンの足を塗装、
天板を取り付け、お洒落な
テーブルに。
引き戸の破損したガラスを
修理。引き出しの取っ手は
無くなっていたので新たに
取り付け、
よみがえりました。

一斗缶でつくる

～ 日頃みることができないエコ・地産地消の裏側に潜入～

耳納ねっと！

社会科見学ツアー
申し込み先着順で

定員２０名

平成30年

3 30
月

集合場所･出発時間

雨天決行

（金）
日

地域の環境・地産池消等に貢献している企業、人に
スポットを当て、見学するツアーです。
貸切バスで移動・見学します。おひなさまめぐり
期間中の筑後吉井の白壁のまち歩きもあります。

再生工房9:30
参加費：1,500円

昼食代・バス代・体験料・保険料を含む

株式会社 堤木材 株式会社 栗木商店

株式会社 杉工場 龍宮 株式会社

ロケットストーブ教室
屋外での煮炊きに使える

ロケットストーブとは

屋外、災害時での煮炊きなど

日時 ２月２４日（土）
AM9:30 〜

会場 再生工房
定員 １０名
料金

に使えるストーブです。
燃料は割り箸をはじめ、主に

要予約
です。

木廃材を使います。

￥3,000（別途受講料が必要です）

料金に含まれるもの：ロケットストーブ材料代
ロケットストーブを利用した料理の試食代

受講料：久留米・うきは在住者：￥500 左記以外：￥700
年会費千円でそれぞれ￥200 引き

出典）月刊 現代農業 2013 年 12 月号

リユース品販売
着物・洋服・食器
日用雑貨
レトロ家具・雑貨

月に一度の掘り出し物市
耳納ねっと！エコ教室
リフォーム・布ぞうり・
裂織・一閑張りの材料
として最適！

不用品
無料出張
引取
やってま
す
午前１０時から
午後２時まで

：￥300
２月 2/20(火) 詰め放題 １袋
２袋：￥500
３月 手づくり市開催のため、二十日の市はおやすみ。
４月 4/20(金) (リユース)陶器まつり
５月 フリマ開催のため、二十日の市はおやすみ。

H30

10:00 〜 15:00
屋内開催・雨天決行

耳納ねっと！

すなっぷ
しょっと
毎年大好評の子供会のクリスマスケーキ
作りです。デコレーションしたり、苺で
。
サンタさんをつくったりとても楽しそう

小さくてわか
りづ
「戌」(いぬ)を らいですが平成30年の干
支
つくりました
。

ペール缶でロケッ
トストーブをつく
りました。
屋外で煮炊きができ、
木廃材が燃料になる優
れものです。

フリマは
が、１１月の
になりました
期
延
間
週
１
雨で
。
大盛況でした
おかげさまで

ダンボールコンポストモニター事業 協賛企業のみなさま
３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の推進・循環型社会を目指します

株式会社ミュルステーション

ゴミの片づけや処分のことでお困りでしたら、是非当社にご連絡下さい！
【業務内容】産業廃棄物収集運搬業・一般廃棄物収集運搬業・リサイクル業
〒839-1301 福岡県うきは市吉井町桜井 461 番地 1

TEL:0943(76)5757

FAX:0943(76)5767

【業務内容】 産業廃棄物収集運搬業・一般廃棄物収集運搬業・有価物買取・古物商取引

有限
会社

田主丸衛生社

久留米市田主丸町豊城 1802-1

代表取締役

TEL 0943-72-3655

石井 久利

FAX 0943-73-1635

協賛企業・協賛者の方は通信 minounet（年４回発行）及び耳納ねっと！ホームページに掲載します。

再生工房エコ教室のご案内
３

受講料 久留米・うきは在住者 500 円、左記以外は 700 円（年会費千円で各 200 円引き）
受講は電話予約が必要です。託児（要予約･無料）もつけることができます。

４

５

６

不要な布を活用する洋裁教室。
①6（火）
・7（水）
①5（木）
・6（金）
①８（火）・９（水） ①7（木）
・8（金）
①②③の内容は同じ。
いずれか１つを選択。
（火）
（水）
（木）
（金）
（火）
（水）
（木）
（金）
②15 ・16
②17 ・18
②17 ・18
②12 ・13
講師の指導を受けながら
③27（火）
・28（水） ③24（火）・25（水） ③30（水）
・31（木） ③26（火）
・27（水） 作りたいものを作ります。

13:00 ～ 16:00

1（木）・2（金）

10:00 ～ 12:00

昼 13:00 ～ 16:00 ／夜 18:00 ～ 21:00

3（火）・4（水）

1（火）・2（水）

5（火）・6（水）

（木）
（木）
８
・22（木） 12
・26（木） 10（木）
・24（木） 14（木）
・28（木）

材料を購入すると布ぞうりが
２日間でできるプログラム。
材料代 1,000 円。
材料持ち込みも可。
裁縫道具持参。

布を細く裂いて卓上裂織機で
織り上げていきます。
卓上裂織機を貸与（４月より有料）。
第２・４木曜の昼、夜に開講。
裂織機の空き状況要確認。
籠をはじめ様々な素材に和紙を
張っていく作品。

13（火）・14（水）
・20（火） 10（火）・11（水）
・13（金） 11（金）・15（火）・16（水） 19（火）・21（木）・22（金） 初心者は小さなものから作成。
籠、和紙は教室時に販売。

13:00 ～ 15:00

①16（金）人参まるごと料理 ①13（金）未 定
①11（金） たけのこ料理 ①８（金）夏を乗り切る
料理
②23（金）塩糀づくりと料理 ②27（金）カステラづくり ②25（金） ジャガイモ･玉ねぎ
②22（金）高菜巻き
料理
③日程未定 味噌づくり（登録制）

10:00 ～ 12:00

登録制（土曜日）
初回受講日は希望を受付
次回受講日は教室内で決定

13:00 ～ 17:00

定

未

定

未

定

（金） 金曜コース １（金）
金曜コース 11
金曜コース 2（金） 金曜コース 6（金） 第２金･日程注意
土曜コース 17（土） 土曜コース 21（土） 土曜コース 19（土） 土曜コース 16（土）

18:00 ～ 20:30

24（土）

15:00 ～ 16:00

再生工房
〒839-1333

未

耳納クリーンステーション付属施設

28（土）

( 指定管理者 ： 耳納ねっと！）

福岡県うきは市吉井町富永 2006-1

minounet (ミノウネット)４３号

2018年2月

26（土）

23（土）

0943-76-2077

省エネ、時短など環境に配慮し
た料理、郷土・伝統料理、旬の
食材、手づくりにこだわった
料理教室。
月２回、原則金曜に開講。
講師の指導を受けながら、
作りたい木工作品を作る教室。
材料は持込。初回講師に相談可。
陶磁器の伝統的な修繕法。
修繕材料代 500 円／回が必要。
修繕したい陶磁器を持参。

ダンボールの中に基材を入れて
生ごみを入れ続けると３か月で
堆肥にかわります。上手に堆肥
にするためのコツを教えます。

休館日：毎週月曜日・夏季・年末年始 開館：９〜 17 時

耳納ねっと！事務局発行

耳納ねっと︕環境コラム ３

『省エネ』を実行しましょう。

地球温暖化防止
のために
私達が
できること
『省エネ』と『節電』の違いは？
地球温暖化を防ぐために私たちができる「省エネと節電」
は結果的には電力量やエネルギー量を抑えることで似て
います。しかしこの二つはアプローチの手法が異なり
混同しがちなので、個人的な意見を書かせていただきます。

省

エネ

節

照明の例でお話しすると、室内が暗くなるのを承知で
蛍光灯を半分に減らし、電気使用量を減らすことが節電
です。そこには居住者のことは考慮されていません。そ
の反面、明るすぎる照明を減らしたり、使っていない照
明を減らしたり、点灯時間を合理的に変更したり、LED
照明を導入し半分のエネルギーで今までと同等の明るさ
を得たり、エネルギーを有効に活用することは、すべて
省エネであると思っています。
節電・節エネのやりすぎは無理して体を壊しかねませ
んので、私はお勧めしません。しかし省エネにやりすぎ
はありません。
理由付けができて、皆さんの利益となり、続けること
ができる省エネを実行しましょう。

電

右は再生工房の昼間消灯した状態。天窓の下以外は商品の色などよく分からない。

我が家の『省エネ』あれこれ
我が家ではお金をかけずに、冬の省エネをしています。
窓に梱包用のプチプチを貼ったり、ベランダへのサッシ
の下半分をダンボールでふさいだり、玄関からの廊下に
ビニールを 1 枚垂らしたり、出窓の水槽をスノコの上に
置いたりしています。またシャワーから温水が出るまで
水をボトルに貯めて、植木の水やりに使っています。
買い替えが必要なものは、天井の蛍光灯です。切れた
ら順次
LED に変更する予定です。又、トイレとシャワー
＜節電とは＞
一方、2011 年の福島第 1 原発の事故による影響により、 のヘッドは既に節水型に変更しています。リビングのエ
アコンは東芝 91 年製で、最近夏場の使用頻度が増えた
電力供給がきわめて厳しい状況となりました。政府や電
ので、そろそろ壊れるのではと思っています。古いエア
力会社は、電気の安定供給のために、工場などの電力の
コンですが、電気代は 1 時間 3 円～ 5 円程度です。
ピーク時（最大デマンド）の使用電力を抑えるお願いを
（べっぷまさとし）
しました。これが節電です。

＜省エネとは＞
1973 年第 1 次オイルショックの後に、エネルギーを
効果的に利用するためのいわゆる省エネ法が創られました。
その法律の正式名称は「エネルギーの使用の合理化に関
する法律」と言います。この法律名から省エネの定義は
「エネルギーの使用を合理化する」ことになります。

「太陽光発電総合情報」
より引用

しかしこの節電の定義は工場など高圧受電の施設のみ
で適用されます。これは狭い意味の節電の定義であると
思います。広い意味の定義は、電力やエネルギーを節約
するために、辛抱すること・耐えることであると思って
います。

窓に「プチプチ」を貼ると断熱効果があります。 LEDは蛍光灯の約５倍の寿命
福岡県地球温暖化防止活動推進員
環境カウンセラー（市民部門）
ヒナモロコ里親会 代表
耳納ねっと︕会員

別府 正俊

＜事務局から＞みなさんにお願いです。暮らしの省エネの知恵を教えてください。このコーナーでご紹介したいと思います。

〒839-1332うきは市吉井町富永2006-1 TEL/FAX 0943-76-2077 ✉info3-mn@uk-kankyou.jp

