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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︕

ア
引き出しの手直し・塗装

ミシン台の塗装

欠損した木枠の再生

錆びたテーブル脚を塗装

ンティーク家具の修理・リメイクをはじめました。
少し傷んでいるもの、取っ手等がないものなど、
少し手を加えるだけで格段に良くなる家具があり
ます。写真のように錆びたテーブルの脚を塗装、傷んだ天
板を新しく替えたりすることにも挑戦しました。木目をき
れいに見せるために「グレープシードオイル」をよく使い
ます。食用ですが、完全に乾燥するので木工用のオイルと
同様な使い方ができます。安くて手軽でおススメです。

傷んだテーブルの天板

グレープシードオイルを塗布した新しい天板

耳納アンビシャス広場木工クラフト教室（子供向け）ギャラリー 2017年7・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！
午前１０時から午後２時まで

9/20(水)
かすり

「絣」販売

不用品
無料出張
引取
やってま
す

10/20(金)
通常販売
11月 フリマ11/26
フリマ開催月はありません。

古布から灯りを
9/29(金) ・ 9/30(土)
13:00〜

講師：河津経義 先生

10:00〜

─「山元工房（田主丸）」─

着物が素敵なランプシェイドに変身！
ランプシェイドの材料はこちらで準備
いたします。着物を貼り付けるランプ
シェイド部分を２つつくります。
電球ソケットは１つ付いています。
材料代：￥3,000
定 員：１０名
持ってくるもの：たちばさみ

受講生
募集中

12/20(水)
通常販売

1/20(土)
着物半額
洋服２点￥100

2/20(火)
袋詰め放題
１袋300円・２袋500円

耳納ねっと
！
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ためか、今年 ぐ雨天のためフリマが中
止
の５月のフリ
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した。

耳納ねっと︕環境コラム

地球温暖化防止
のために
私達が
できること
「エコ」ってなあに？
地球温暖化防止啓発コーナーの最初に「エコ」とは何の
略か書きたいと思います。環境問題をテーマにした「日経
エコロジー」という月刊誌があります。これから言えば
エコロジーの略の様に思えます。私には「ECO＝E＋Co＝
Environmental Co-operation＝身の回りのことをみんなで
行動すること」が一番しっくりきます。「エゴ」を重視す
るあまりいろいろと弊害が出てきて、自分の足元を見直さ
なければならないようになってきました。また一人でこつ
こつもいいのですが、その人が止めればそれで終わりです。
しかしグループか組織であれば続きます。エコをそのよう
に定義すれば、多くの活動がエコ活動となります。

九州北部豪雨をふりかえって
最近、気候が極端から極端になる様になりました。
この度の九州北部豪雨の被害に合われた皆様にはお悔や
みとお見舞い申し上げます。又東京での連続雨記録や豪雨
による土砂崩れなど、異常気象が原因で多くの被害が出て
います。
地球温暖化が進むと、①海面上昇②動植物の絶滅リスク
増大③マラリア感染地域の増加④異常気象の増加⑤食料不
足が挙げられています。その中の④異常気象の解説では
「極端な大雨やゲリラ豪雨の発生等降雨パターンが大きく
変わり、内陸部では乾燥化が進み、熱帯地域では台風・ハ
リケーン・サイクロンといった熱帯性の低気圧が猛威を振
るい、洪水や高潮などの被害が多くなります（※1）」とあ
ります。
※1:JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センターwebサイトより

執筆者紹介

別府 正俊
(べっぷ まさとし)

【自己紹介と今】
昭和 29 年 11 月生まれの田主丸育ちの浮羽高校、福岡
大学卒、ほとんど地元のサラリーマンです。私が環境問題
に関心を持ったのは、大学 1 年の時レーチェル・カーソン
の「生と死の妙薬」を読んだことからでした。当時は環境関
連の職に就くことなど考えられませんでした。48 歳の時、
会社を辞め、昔できなかったことを目指そうと思いまし
た。現在太陽光・風力・LED の販売の仕事につき、又仕事
に支障がない限り休みをとってボランティア活動もでき
て、やっと 40 年前の想いがなんとか実現できています。現
在、ヒナモロコ里親会での淡水魚の保護（再生工房内の水
槽やビオトープにヒナモロコがいます）、福岡県地球温暖
化防止活動推進員としての普及啓発活動を行っています。

最近の異常気象の原因の一つが、海水温の上昇などによ
る地球温暖化によると推測しても良いのではないかと思い
ます。それはどうすることもできない自然現象ではなく、
私たちがもたらした人為的なものです。できることをやり
ましょう。私たちができることとして、環境省ではクール
チョイスへの賛同、福岡県ではエコファミリーへの参加を
お願いしています。

ふくおか
エコライフ応援
サイト
エコファミリー
については
こちらで
閲覧できます。

地球温暖化防止の動きと私達ができること
パリ協定が2016年11月4日に発効しました。産業革命前
からの気温上昇を2℃未満に抑えることを目標とするもので、
日本は、温室効果ガスを2013年を基準とし2030年までに
26%削減することを閣議決定しています。この削減目標が
達成できなくても法的義務はありません。しかし対策をせ
ずに現在のペースで温室効果ガスの排出を続けていけば、
今から30年で、産業革命前より2℃の温度上昇となると
IPCC（※2）の報告があります。全人類で温室効果ガスを削
減する対策を取らなければ、大変な世の中になりそうです。
私たちが温室効果ガスを削減する努力は、言い換えればエ
ネルギーを効果的に使うことです。これからもエネルギー
を湯水の様に使う時代は考えられませんし、お金もかかりま
す。また孫の世代のことを考えれば、私たちが今できる省
エネを地道にしていきましょう。どうぞ、よろしくお願いし
ます。

※２︓国際的な専門家でつくる、地球温暖化についての科学的な研究の
収集、整理のための政府間機構

被害の大きかった
朝倉市・東峰村・日田市の位置

７月５〜６日にかけて
積 算
降水量

586.0ミリ

朝倉の７月の降水量の
平年値（354.1ミリ）の約1.45倍

豪雨時の北部九州の雨雲の分布（福岡管区気象台資料）

豪雨時の朝倉市の雨の状況（福岡管区気象台資料）

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４５９番地

TEL:0943(76)5757

TEL: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

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）もつけることができます。
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①5（火）
・6（水）
①3（火）
・4（水）
①１（水）・２（木） ①7（木）
・8（金）
②20（水）
・21（木） ②10（火）
・11（水） ②14（火）
・15（水） ②12（火）
・13（水）
（火）
（火）
（水）
（木）
（火）
（水）
・25
（水）
③26 ・27
③24
③29 ・30
③19 ・20（水）

13:00 ～ 16:00

1（金）・2（土）

10:00 ～ 12:00

昼 13:00 ～ 16:00 ／夜 18:00 ～ 21:00

4（水）・5（木）

1（水）・2（木）

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

5（火）・6（水）
14（木）
・21（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。
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。

・18（水） 14（火）・16（木）・17（金） 1（金）・6（水）・8（金） 初心者は小さなものから作成。
7（木）・8（金）・12（火） 13（金）・17（火）
籠、和紙は教室時に販売。

13:00 ～ 15:00

①7（木）ブラウンシュガーさんの ①６（金）秋の旬野菜料理 ①10（金） 完熟柿を
使った料理
ブッセいろいろ
②17（金） オリーブを
②22（金）ヘルシーに夏バテ解消 ! ②27（金）鍋帽子を
使った料理

10:00 ～ 12:00

使った料理

とうふアレンジ

①1（金）まるごと柚子

省エネ、時短など環境に配慮し
た料理、郷土・伝統料理、旬の

を使った料理 食材、手づくりにこだわった
②8（金）おもてなし料理 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。

13:00 ～ 17:00

登録制
初回受講日は希望を受付
次回受講日は教室内で決定

18:00 ～ 20:30

金曜コース 1（金） 金曜コース 6（金） 金曜コース 3（金） 金曜コース 1（金） 修繕材料代 500 円／回が必要。
修繕したい陶磁器を持参。
土曜コース 16（土） 土曜コース 21（土） 土曜コース 18（土） 土曜コース 16（土）

同

左

同

左

同

左

陶磁器の伝統的な修繕法。

23（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

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)４１号

2017年９月

25（土）

23（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

