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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︕

耳

納ねっと︕二十日の市「陶器まつり」を４月
20日（金）に実施しました。近年、解体予定
の古民家などから不要になった食器が持ち込ま
れることが多くなってきました。この日の食器１点の金
額は一律\10。捨てられるくらいなら次の人へとバトン
タッチしたいというゴミ減量が目的のため、この金額設
定となりました。日頃の来館者増のためにも今後は常設
での食器販売を充実させたいと思っています。

耳納ねっと！エコ教室ギャラリー 201８年５月

第28回耳納ねっと！フリーマーケット
☆出店者･出品者案内☆

５月 27日(日)

平成30年

日
陶秀苑(一の瀬焼）

食は食でも食器をとりあげてみたいと思います。

農家民宿馬場のランチ

うきはの食材をたっぷりご堪能ください

ソルベッチdoうきは

時

募集店数 再生工房広場内に約9０店

広場区画９０ブース

フルーツたっぷりアイスの開発秘話をお聞きします。

出店料

午前9時～14時
※雨天の場合は
6月3日(日)に延期。

大きさのめやす2.7m×2.7m 約四畳半

一律 1,000円/ブース

申込方法･期間 往復ハガキに必ず必要事項を書いてください。

往信側通信欄に住所、氏名、職業、電話番号、
販売する品物（具体的に）、延期の場合の出店の可否を記入。
返信側宛名欄に申込者の住所、氏名を記入して下記へ。
こね屋チゾン

うきはのフルーツでつくった天然酵母パンのお話

なないろわおん

テレビでも話題になった柿ソースはどうやって生まれたか

道の駅うきはでお買い物

受付開始５月1日(火)・締切５月24日(木）必着

お気に入りのうきはの食をお土産に！

出店ブースの位置は
申 込 み ハ ガ キ の
消印の早いものから
(受付日～締切日のもの)
順に条件の良い場所に
事務局で振り分けていき
ます。ご了承ください。
※5/1以前に届いたものも
5/1受付になります。

うきはの食をめぐるツアー
うきは市内の「食」
をテーマにいろいろな食の現場を見学するツアーです。
貸切バスで移動・見学します。
普段は見ることのできない現場の取り組みを学べる貴重な機会です。
お誘いあわせの上、
ご参加下さい。

５ 30
月

（水）定員２０名
日

9:30 再生工房集合 ➡ 15:30 帰着予定

参加費：2,500円
農家民宿馬場ランチ、
ソルベッチ
アイス、
こね屋チゾンパン代含む

☎0943-76-2077

※ご注意 お電話のみでは、
仮申込みとなります。
参加費のお支払いを持って申込完了となります。
お支払いは再生工房で。

〒８３９－１３３３
耳納ねっと！事務局 うきは市吉井町富永２００６－１再生工房
お問合せ・出店申込先

TEL 0943-76-2077

耳納ねっと！

検 索
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耳納ねっと︕環境コラム ４

「地球温暖化」と「地球温暖化問題」

地球温暖化防止
のために
私達が
できること

地球温暖化とは地球表面の大気や海洋の平均気温が長期的
に上昇することを言います。その原因が人為的か自然起源か
を問いません。
地球温暖化問題と言った場合には、人為的（人間の活動）
によって、引き起こされた地球温暖化を指します。これにより、
異常気象の多発・気候の変化・生物活動の変化・水資源や農
作物への影響・人間の健康被害や経済的損失等、生態系や人
間社会に多大な影響を及ぼします。又、気候変動問題という
言葉を使うこともあります。

地球温暖化防止の取り組みの大きな流れ

『環境問題』あれこれ

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）は第 5 次報告書では、
環境問題といっても、生活に関する環境問題それらを取り
「温暖化には疑う余地がない。20 世紀半ば以降の温暖化の主
巻く地球環境問題、人類の環境問題など広い範囲にわたります。
な要因は、人間活動の可能性はきわめて高い（95％以上）」
そのなかで地球環境問題は、
と書いています。 「人間活動の可能性とは、人間が石油や
石炭などの化石燃料を大量に消費するようになり、二酸化炭
①各問題が互いに密接に関連しあっている
素など大気中の温室効果ガスの量が増えて、地球が温暖化し
②都市化・工業化・人口増加等我々に原因がある
たという可能性です。」 また、IPCC とは国連に設置された
③すべての地球の人間や自然に影響する
専門機関であり、各国政府から推薦された科学者が論文を査
人類に課せられた最重要・至難の課題と言われています。
読し評価し、報告書を作成する機関です。国も県も自治体も
今回から、その一つである地球温暖化問題について基本的な
この立場をとっています。大きな流れを図で示すと以下のよ
ことを書きたいと思います。
うになります。

環境問題
生活に関する環境問題
大気汚染 水質汚濁
土壌汚染 騒音
振動 地盤沈下 悪臭

人類の環境問題
人口 南北 東西
エネルギー
水 食糧

地球環境問題

地球温暖化
オゾン層破壊 酸性雨 森林破壊 砂漠化
開発途上国公害 廃棄物越境
野生生物種の減少

海洋汚染

世
界
規
模
国
家
規
模

IPCC : 国際連合に設置された気候変動に関する専門機関
温暖化の要因は人間活動の可能性がきわめて高い。
温暖化防止のために国ごとに目標をつくってもらおう。
第四次環境基本計画（H24.4.7閣議決定）
2050年までに80％の温室効果ガスの排出削減を目指す
具体的に COOL CHOICEの推進 クール／ウォームビズの推進など
福岡県では

県
規 エコファミリー／エコ事業所登録の推進
模 福岡県地球温暖化防止活動推進センターの設置など

市 各市町村地球温暖化対策計画に基づき、
様々な取り組み
町
平成 17 年（2005 年）より福岡県では法律に基づき、各
村 太陽光パネル設置／緑のカーテンに関する補助等
規
自治体に 1 人（久留米市は 4 人・うきは市は１人）の地球温
模 省エネに関する出張講座など
暖化防止活動推進員（注１）を置き、普及活動をしていますが、
「自分はそんなことには関係ない。国や市町村がやればいい
個
エアコンの設定温度を守る。
人 電球をLEDに替える。
じゃないか︕」等々、私がお話しした人の多くは地球温暖化
規 使わない部屋の電気をこまめに消す。など
に関心がありませんでした。
模
そのころ温暖化は遠い所の話で、身近なものではありませ
んでした。現在は温暖化の影響が、気候であったり農業であっ 地球規模で温暖化を防止しようという動きになっていますが、
国連から各国への働きかけ、国から県へ、県から市町村へ、
たり外来種であったり、いろんなところで現れています。
市町村から各市民へ働きかける動きとなっています。最終的
には、みなさん一人ひとりの意識がカギになってきます。

（べっぷまさとし）
（注１）推進員は原則自治体に１人、人口10万人を超すごとに１人増員。
久留米市は人口約30万人ですので４人となります。

左：外来生物のヒアリ 温暖な地域の生物だが日本の冬を越し、住み着いたともいわれている。
右：海面の温度上昇により昨年の九州北部豪雨のような豪雨災害が増えてきたともいわれている。

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

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
６

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。
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不要な布を活用する洋裁教室。
①7（木）
・8（金）
①5（木）
・6（金）
①２（木）・３（金） ①7（木）
・8（金）
①②③の内容は同じ。
（火）・８
（水）
②12（火）
・13（水） ②17（火）
・18（水） ②７
②12（火）
・13（水） いずれか１つを選択。
講師の指導を受けながら
③26（火）
・27（水） ③24（火）・25（水） ③28（火）
・29（水） ③26（火）
・27（水） 作りたいものを作ります。

13:00 ～ 16:00

1（金）・2（土）

10:00 ～ 12:00

昼 13:00 ～ 16:00 ／夜 18:00 ～ 21:00

3（火）・4（水）

1（水）・2（木）

（木）
（木）
14（木）
・28（木） 12
・26（木） ９
・23（木）

5（火）・6（水）

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。

14（木）
・28（木）

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（長期受講者は有料）。
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。

19（火）・21（木）
・22（金） 10（火）・11（水）
・13（金） 21（火）・22（水）・24（金） 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

10:00 ～ 13:00

18:00 ～ 20:30

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。

（金） 金曜コース ７（金）
金曜コース １（金） 金曜コース 6（金） 金曜コース ３
土曜コース 16（土） 土曜コース 21（土） 土曜コース 中止
土曜コース 15（土）

陶磁器の伝統的な修繕法。
修繕材料代 900 円／回が必要。
修繕したい陶磁器を持参。

23（土）

15:00 ～ 16:00

再生工房
〒839-1333

①８（金）夏をのりきる料理 ①13（金）夏野菜まるごと料理 ①３（金）夏のおもてなし料理 ①14（金）パンづくり３回コース①
②27（金）夏休み
②22（金）高菜巻き
②24（金）未定
②28（金）パンづくり３回コース②
子ども料理教室

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)４４号

2018年5月

25（土）

22（土）

0943-76-2077

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

