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４月２２日は『アースデイ』

私たちの地球のために、今できることを始めよう！
毎年４月２２日は『アースデイ』。みんなで地球環境について考え、行動する日です。
１９６２年に出版された「沈黙の春」
（レイチェル・カーソン著）で、農薬や殺虫剤などの過剰な使用が自然の生態系
を破壊することが論証されたことにより、１９６０年代の終わり頃になると、人々の関心が少しずつ環境問題に集ま
り始めました。そして１９７０年、アメリカの上院議員ゲイロード・ネルソン氏が４月２２日を 地球の日 として、環
境問題に関する討論集会の開催を呼びかけたことがきっかけとなり、『アースデイ』が誕生しました。
当時のアメリカは学生運動や市民運動が盛んな時代。全米学生自治会長であった大学院生のデニス・ヘイズ氏が統
括役となって全米に呼びかけ、インターネットもまだ普及していない時代に延べ２,０００万人を超える人々がさまざま
な形で地球環境にかかわるアクションを起こすという、アメリカ史に残るユニークなイベントが誕生しました。これを
きっかけにアメリカでは環境省がつくられ、環境問題に関する法律が次々と制定されました。
１９７０年の誕生以来、毎年世界中の国や地域で、多彩なアクションが行われている『アースデイ』。東京・銀座で
日本初の歩行者天国が行われたのも、このアースデイがきっかけでした。日本が
本格的に『アースデイ』に取り組んだ１９９０年には、全国約２００カ所で１,０００
グループ以上が参加し、シンポジウムやコンサート、ごみ拾いやフリーマーケット
など、バラエティあふれるイベントが開催されました。
『アースデイ』は国籍や民族、宗派等を越え、地球に住むすべての人が、規則に
縛られることなく自分たちのできる方法で自由にアクションを起こす日です。たと
えば自然の大切さを体感するために山登りをしたり、出かけるときの交通手段を
自動車から電車に変えてみたり…。ちょっと興味のあること、自分ひとりでもで
きることを、今日から始めてみませんか？思い立ってアクションを起こした日、そ
れがあなたの『アースデイ』です。

●臨時休館のお知らせ

４月３０日㈫は休館となります。

エコな暮らしのアイデアノート
皮も根っこも捨てずに食べよう！
野菜だし“ベジブロス“で免疫力アップ！
玉ねぎの皮やニンジンのヘタ、かぼちゃのタネ、シイタケの石づきなど、毎日の調理で出る野菜の切れ端を生ご
みとして捨てていませんか？実はそれ、かなりもったいない話。野菜の栄養がいちばん豊富に詰まっているのは、実
と皮の間や種、生長点と呼ばれる芯や茎の先端部分なのです。
そんな野菜くずを集め、水から煮出して作る ベジブロス は、抗酸化作用の強いファイトケミカルたっぷりの万
能野菜だし。いまファイトケミカルは炭水化物・タンパク質・脂質・ビタミン・ミネラル・食物繊維に次ぐ第７の栄
養素と呼ばれ、免疫機能を高めたり、活性酸素の増加を防ぐなど、老化防止や生活習慣病予防に欠かせない栄養素
として注目されています。
野菜の栄養が凝縮されたべジブロスは栄養豊富なだけでなく、和洋中さまざまな料理に旨味を加えてくれます。
毎日の味噌汁やスープ、煮込み料理などに利用して、エコで健康なべジブロス生活を始めましょう！

☆べジブロスの作り方☆
【材料】よく洗った野菜のくず（皮・へた・種・ワタなど）…両手いっぱいくらい
水…1300ｍｌ

酒…小さじ1

大きめの鍋に水を入れ、よく洗った野菜くずを入れ、
酒を加えて火にかける。
弱火で約20 〜 30分煮込む（アクもファイトケミカルなので
取り除かないこと）。
ザルでこして、完成。冷蔵庫で保存し、３日程度で使い切ること。
製氷皿に流し入れて冷凍保存すれば少量ずつ使えて便利。

「その調理、
９割の栄養捨ててます！」 東京慈恵会医科大学附属病院栄養部

監修

毎日きちんと食事をしているのに、なぜか体調がすぐれない…。その原因はもしかしたら「栄養ロス調理」
にあるのかもしれません。同じ食材、同じ料理でも、調理の仕方によって体に入る栄養素に差があるとし
たら…。そしてそれを解消するコツがあるとしたら…。病院食レシピの先駆け・慈恵会医大附属病院監修
のもと、野菜・肉類・魚・果物などさまざまな食材に関する食べ方の新常識がぎっしり詰まった一冊。ピー
マンは切り方で栄養価が変わる！納豆はアツアツご飯といっしょに食べると栄養価はほぼゼロ！イチゴはヘ
タを包丁で切るとビタミンが半分になる等々、読んだその日から、実行したくなる情報が満載です。

「冷蔵庫整理のルール＆レシピ」

平岡 淳子

著

冷蔵庫の中で余った野菜がしなびたり、食品の賞味期限が切れてしまってがっかりした経験は誰に
でもあるもの。そんな冷蔵庫の中の うっかり を解消してくれるのがこの本。フードコーディネータ
ーでお米マイスター、野菜ソムリエとしても活躍中の著者が、かしこい買い物術から食品の保存テク、
冷蔵庫内の収納ルール、食材を上手に使い切るレシピまで、毎日の家族の食事をムダなくおいしく作
るためのヒントを惜しみなく伝授してくれます。
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のぞいてみました！

「パッチワーク教室」
小さな端切れをチクチクと縫い合わせて作るパッチワークのバッグやポーチ。難しいルールにしばられ
ず、好きな色や柄の布を自由に組み合わせて作るパッチワークは、アイデア次第で無限の組み合わせを
楽しめるのが魅力。思わぬ色柄合わせから、素敵な作品が生まれることもしばしばです。
毎週火曜日に行われる西部３Ｒステーションの「パッチワーク教室」
。今年度は
４月スタートの「初心者向け・やさしいパッチワーク教室」
（全８回）を皮切りに
年６講座が実施されます。
講師はパッチワーク歴３０年以上のキャリアを持つ田中喜代子さん。受講者の
多くはパッチワーク初心者ですが、基礎からわかりやすく教えてもらえると大好評
です。
｢先生は私が持参した布の中から、自分では思いつかない色や柄の組み合わせを提案してくださるのですが、そ
のセンスが本当に素敵で勉強になります」
「パッチワークという手法で、着なくなった着物や洋服の生地をはぎ合
わせて作った作品は、思い出もいっしょに縫い込んだようで幸せな気持ちになります」と受講生の皆さん。ひと
針ひと針思いを込めて作った作品は同じデザインとは思えないほど、それぞれの個性にあふれています。
「習って
みたいけど、パッチワークってちょっと難しそう」と敬遠している方も、ぜひ西部３Ｒステーションの講座でチャ
レンジしてみませんか？

講師：田中喜代子さんからのメッセージ
おばあちゃんが着ていた着物や子どもが小さかった頃の服など、思い出がたくさん詰
まった布に新しい命を吹き込んでくれるのがパッチワークの魅力です。もう使わないと思っ
ていた布でも、集めて縫い合わせてみると、思いがけない組み合わせや活かし方があるも
の。リユースという限られた布の中から柄合わせを工夫して作り上げるバッグやポーチは、
完成した時の喜びもひとしおです。皆さんも私といっしょにそんな世界にひとつしかない
自分だけの作品を作ってみませんか。

スカートをリメイクして製作中のバッグに
合わせて、中袋には同じ色合いのブラウス
の生地を利用して。

古いスカートやマフラーの生地が、おしゃれなバッグに変身！

同じデザインでも受講生それぞれの個性が光る作品が完成。
※次回の「パッチワーク教室」（６月４日〜７月３０日：全８回）の申込み受付は５月１日㈬から。
詳細は西部３ＲステーションＨＰ・くるくる便り５月号・市政だより５月１５日号にてご確認ください。

西部３Ｒステーション 講座・イベント情報
西部３Ｒステーションでは、３Ｒ実践講座や各種体験講座を開催しています。福岡市内に在住の方、
通勤、通学されている方なら、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。

5月の「３Ｒ実践講 座 」

期間限定! 無料体験講座

初心者向け・
四角つなぎのおしゃれポーチ作り【全３回】
丸首のロングベスト作り【全３回】 日時／平成３１年５月１１日㈯、１８日㈯、

ロール芯でこいのぼり

日時／平成３１年５月９日㈭、１６日㈭、
２３日㈭
１３：００〜１６：００
定員／１５名（抽選）
参加費／５００円
場所／２階研修室
応募締切／４月２３日㈫必着

２５日㈯ １３：００〜１６：００
定員／１５名（抽選） 参加費／５００円
場所／２階研修室 応募締切／４月２３日㈫必着

持ってくるもの／
着物１枚（ほどいて洗い、
アイロンをかけておく）。
※洋服地の場合は、約１００㎝幅×２２０㎝（薄手の布が
おすすめ）。直径２．
６㎝〜３cm程度のボタン１個。
型紙用紙、ものさし、布用・紙用はさみ、裁縫道具一式、
筆記用具。

持ってくるもの／
ふた用布：３０㎝×３０㎝。四角つなぎ用布：２０㎝×１５㎝を
５〜６種類（２種類の場合２０㎝×３０㎝を２枚）。
内袋用布：３０㎝×２５㎝（１５㎝×５０㎝でもよい）。
型紙用厚紙（Ａ４サイズ程度）、布用・紙用はさみ、印付け用ペン、
手縫い糸（６０番手）
・まち針など裁縫道具一式、筆記用具。

はがき、
ＦＡＸ、または西部３Ｒステーションの２階受付で①希望講座②住所③氏名④年齢⑤電話番号を

【応募方法】必ず明記し、ご応募ください。抽選の上、当選者のみはがきで詳細をご案内いたします。

4月の
体験講座！
すべて無料です！
！

つまみ細工の花飾り

【申込方法】電話、
ＦＡＸ、
または２階受付で直接お申込み
ください。

牛乳パックで紙すき体験

毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】
随時

毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

ハーブ入り リサイクル
せっけん作り

お花のメモスタンド
毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】
随時

★体験講座の申込方法★

日時／平成３１年４月１４日㈰〜５月５日㈰
までの期間限定
毎日１０：３０〜１５：３０
（所要時間３０分程度）
定員／先着６０名
参加費／無料
場所／２階啓発コーナー

水曜日 10:30〜11:30
【定員】10名／日（先着順）
【申込】希望日の３日前まで

電話、または西部３Ｒステーションの２階受付で直接お申込みいただくか、
①体験内容②住所③氏名④年齢⑤電話番号を明記のうえ、ＦＡＸにて下記あてにお申込みください。

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ください。
場 所／２階啓発コーナー 参加費／無料 事前申込／不要

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。ご家庭で使いみちの無い
堆肥は引き取り、新しいコンポスト基材と無料で交換いたします。まずはご相談ください。

●ふくおか環境倶楽部主催
日 時／毎週土曜日 １３：００〜１６：００

●ふくおか環境倶楽部主催
日 時／毎月第４土曜日 １０：３０〜１２：００
場所：２階啓発コーナー
参加費／無料
事前申込／不要 ※基材・テキスト購入可

●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

出店無料！ フリーマーケット出店者募集

出店無料！ フリーマーケット出店者募集

日時／平成３１年４月２９日（祝・月） １０：００〜１３：００
場所／１階ピロティ
区画／１６区画（抽選） ※小雨決行
応募資格／市内在住、または市内に通勤・通学する２０歳以上の方（販売業者を除く）
締切／平成３１年４月１３日㈯（必着）

日時／平成３１年５月６日（振休・月） １０：００〜１３：００
場所／１階ピロティ
区画／１６区画（抽選） ※小雨決行
応募資格／市内在住、または市内に通勤・通学する２０歳以上の方（販売業者を除く）
締切／平成３１年４月２０日㈯（必着）

●はがき・ＦＡＸまたは西部３Ｒステーション２階受付にて、「４月のフリーマーケット希望」と
ご記入のうえ、住所、氏名、年齢、電話番号を必ず明記し、ご応募ください。

●はがき・ＦＡＸまたは西部３Ｒステーション２階受付にて、「５月のフリーマーケット希望」と
ご記入のうえ、住所、氏名、年齢、電話番号を必ず明記し、ご応募ください。
博多湾

西 部 3 Rス テ ーション ご利用案 内
開館時間：10：00〜17：00
（衣類等の持ち込みは16:00まで）
休 館 日：月曜日（休日の場合は開館し、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）
Ｔ Ｅ Ｌ：092-882-3190
FAX：092-882-4580
［ウェブサイト］ http://www.fukuoka-seibuplaza.com

福岡市西部3Rステーション

検索

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！

編集・発行
お問い合せ

公益財団法人 ふくおか環境財団
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1043-2 TEL：882-3190 FAX：882-4580

天神→

←前原

今宿駅
今宿IC

JR 筑肥線
生の松原団地

高崎交差点

捨六町IC
三陽高校

三陽高校バス停

国道202号線バイパス

福寿園

総合
西市民
プール

西部3Rステーション
●西鉄バス「三陽高校前」より徒歩約2分
この印刷物は自然環境保護の
ために再生紙を使用し、植物油
インキで印刷しています。

