minou
2018 August

n

e

t

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︕

幸

せの国ブータンより再生工房に視察団をお迎え
しました。エコ活動を行う再生工房のような
リサイクルプラザの計画に向けての視察でした。
リ フ ォ ー ム を は じ め 、 再生工房のエコ教室の実演のほか、
ダンボールコンポストも見ていただきました。また、浴衣
でつくったワンピースなど、エコ教室の作品をプレゼントし、
とても喜んでいただきました。こうしたエコ活動が
ブータンにも普及するといいですね。

耳納ねっと！エコ教室ギャラリー 201８年８月

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！

リフォーム
（洋裁）
・布ぞうり・裂き織り・一閑張り・きんつぎ

午前１０時から午後２時まで

耳納ねっと！エコ教室作品展

10 19(金) 21(日)

午前10時〜午後５時
21日は午後３時まで

9/20(木)
かすり

「絣」
まつり
写真は昨年のようす

不用品
無料出張
引取
やってま
す

10月 展示会10/19-21
展示会開催のためありません。
11月 フリマ11/25
フリマ開催月はありません。
12/20(木)
通常販売

1/20(日) ミニミニフリマの
着物半額 詳細は１１月号で
ミニミニフリーマーケット

2/20(水)
袋詰め放題
１袋300円・２袋500円

会場：再生工房
作品販売コーナーあり

耳納ねっと！

すなっぷ
しょっと
室
吉井小学童保育で出張バルーンアート教
船を
た風
をし
の形
ズミ
。ネ
した
を行いま
。
飛ばすジャンピングマウス、大喜びです

婚活イベントの会場
提供、イベント参加
者のお菓子
づくりのお手伝いを
しました。なんと７
組成立！

サツマイモのつるを
窓際に設置して
グリーンカーテンになるか
挑戦してみました。

食をめぐるツ
アーではブド
ウ棚の下で、
わおんさんの柿を
なないろ
使ったソースを試
食させていただき
ました。

再生工房一閑張り教室歴
１２年の渕上桂子さん。
永年のご利用ありがとう
ございます。
今後も末永く教室に参加
していただき、素敵な
作品を作り続けて下さい。
耳納ねっと！事務局より

耳納ねっと︕環境コラム ５

地球温暖化の原因が二酸化炭素であるということが確から
しいのですが、諸説があり完全に確定できていないのです。
予防原則を地球温暖化に当てはめると、「この問題は深刻
ですので、とりあえず、二酸化炭素削減の対策をしよう」と
いうことです。もし違っていても二酸化炭素削減対策は省エ
ネ対策ですので、無駄には決してなりません。

地球温暖化防止
のために
私達が
できること

「温室効果物質」について
地球温暖化の原因は、温室効果ガスの排出と吸収のバラン
スが狂ったからだと言われています。大気中に温室効果ガス
がない場合、地表温度はマイナス19℃になりますが、温室効
果ガスがあるためおよそ14℃になっています。大事なガスで
す。下表に温室効果物質の温暖化に及ぼす強さを示します。

平均気温が確実に上昇している。
前回は、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の見解
を書きました。しかし、地球温暖化が人間の活動によって引
き起こされたのか、自然起源なのかは諸説があります。私も
断定できません。間違いなく言えるのは、平均気温が、特に
第 2 次世界大戦後に、上昇していることです。（下図）この
事実に正しく対処しなければなりません。かりに自然起源の
現象だとしても、放置してよいはずはありません。
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1890年以降の気温変化

上のグラフについて：1890年から2016年までの福岡の気象台の
データの中から、◆月平均気温の年平均（平均）
、■日最高気温の
月平均の最高値（最高）、▲日最低気温の月平均の最低値（最低）
データを基に、傾向を見るために、その10年間の平均をとり、
1890年からの上昇温度を示した。

各温室効果物質の寄与
各温室効果物質の寄与

その他５%
オゾン６%

雲
21%

水蒸気
48%

二酸化炭素
21%
※小数点以下を四捨五入
しているため、合計が
必ずしも100%になりません。

出典：ココが知りたい地球温暖化 地球環境研究センター
二酸化炭素の温室効果の強さより水蒸気の温室効果のほう
が倍以上強いのです。しかし水蒸気は発生する量を確定する
ことが難しいことやすぐ消滅することなどから、二酸化炭素
を代表としたようです。
国連気候変動枠組条約での対象となる温室効果ガスは、二
酸化炭素・メタン・一酸化二窒素・ハイドロフルオロカーボ
ン・パーフルオロカーボン・六フッ化硫黄・三フッ化窒素の
7種です。日本の場合、温室効果ガス排出量の割合によれば、
92.7%（2015年度）が二酸化炭素です。
二酸化炭素の排出削減は省エネルギーとなります。その理
由は、すべてのエネルギー（電気・ガス・石油・石炭・ガソ
リン・・・）は二酸化炭素排出係数により、二酸化炭素に換
算されるからです。この係数は異種のエネルギーの省エネ効
率・削減目標などの算出・検討に使われます。

今回は以下の２点についてお話しました。
ここ数年「数十年に一度」と言われるような雨が甚大な
被害をもたらしている。地球温暖化の影響か？

二酸化炭素は本当に悪者なのか？
さて一般的な話ですが、実験をするときは、前回の実験と
条件を合わせ、無次元化して、同じ結果が出ることを確認し
て次の試験に進みます。これを再現性試験と言います。とこ
ろが地球の歴史には再現性がありません。不確かさを完全に
なくせないのが地球です。そこで言われているのが、予防原
則です。問題の深刻さと不確かさの両方を考慮しなければな
らないというものです。

①地球温暖化につながるといわれる温室効果
ガスは悪者ではないこと
②温室効果物質のうち私たちは二酸化炭素を
削減目標としていること
（べっぷまさとし）
福岡県地球温暖化防止活動推進員
ヒナモロコ里親会 会員
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
９

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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①5（水）
・6（木）
①2（火）
・3（水）
①６（火）・７（水） ①5（水）
・7（金）
②20（木）
・21（金） ②9（火）
・10（水） ②15（木）
・16（金） ②11（火）
・12（水）
③25（火）
・26（水） ③30（火）・31（水） ③27（火）
・28（水） ③19（水）
・21（金）

13:00 ～ 16:00

９月 10:00 ～ 12:00
10 月以降 13:00 ～ 15:00

昼 13:00 ～ 16:00 ／夜 18:00 ～ 21:00

4（火）・5（水）

2（火）・3（水）

時間注意︓13 時から

1（木）・2（金）

時間注意︓13 時から

4（火）・5（水）

時間注意︓13 時から

（土）
材料づくり 24（水） 材料づくり 21（水） 材料づくり １

（木）
（木）
13（木）
・27（木） 11
・25（木） ８
・22（木）

不要な布を活用する洋裁教室。
①②③の内容は同じ。
いずれか１つを選択。
講師の指導を受けながら
作りたいものを作ります。
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（長期受講者は有料）。
開講日注意︓第２･３木 第２・４木曜の昼、夜に開講。
裂織機の空き状況要確認。

13（木）
・20（木）

籠をはじめ様々な素材に和紙を
張っていく作品。

７（金）
・11（火）
・12（水） ４（木）・５（金）・12（金） 9（金）・13（火）
・14（水） ４（火）・６（木）・11（火） 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

①14（金）パンづくり

①12（金）パンづくり③ ①９（金）鍋帽子で省エネ料理 ①７（金）フライパン一つで
パーティー料理
②26（金）秋の味覚を
②16（金）うきは市の
柿を使った料理
（金）
②14
楽しもう
オリーブ料理

10:00 ～ 13:00

３回コース①
②28（金）パンづくり②

18:00 ～ 20:30

（金） 金曜コース ２（金） 金曜コース ７（金）
金曜コース ７（金） 金曜コース ５
土曜コース 15（土） 土曜コース 13（土） 土曜コース 17（土） 土曜コース 15（土）

22（土）

15:00 ～ 16:00

再生工房
〒839-1333

耳納クリーンステーション付属施設

27（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)４５号

2018年8月

24（土）

22（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。
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。

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

