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本年もよろしくお願いいたします
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まだ食べられるものを捨てるなんて、もったいないと思いませんか？

今年は家族みんなで 脱･食品ロス 宣言!
一年の計は元旦にあり！今年は家族みんなで 脱・食品ロス 宣言しませんか？
食品ロスとは、まだ十分に食べられるにも関わらず、捨てられてしまう食べ物のこと。日本では年間約612万トンの食品ロス
が発生しています。そのうち家庭から出る食品ロスは約284万トン。国民一人当たりに換算すると１日に約132ｇ。毎日お茶
碗一杯分ほどの食べ物を捨てている計算になります（農林水産省平成29年度推計）。
食品ロスを減らすことは、食料資源の有効利用や地球温暖化の抑制にもつながり、未来の私たちの生活を守る大切な行
動です。そして、何よりまだ食べられるものを捨てるなんて、もったいないと思いませんか？まずは日常生活の中で、自分に
できることを見つけましょう！

《今すぐ、できることから始めよう！》
調理するとき
◇食べられる量だけを調理し、余った食材は使い切
りレシピ等を参考にして使い切る。
※料理レシピサイト「クックパッド」の「消費者庁のキッチン」
もぜひ活用しよう！ https://cookpad.com/kitchen/10421939

保存するとき
◇買った食材は新鮮なうちに調理し、食べきれない
ときは冷凍するなど、
できるだけ傷みにくい保存
方法を実践する。
◇冷蔵庫の中を整理し、置き場所を工夫するなどし
て食べ忘れを防ぐ。

食品を買うとき
◇買い物の前に冷蔵庫の在庫を確認し、使う分、食べ
きれる分を買おう。
◇すぐに食べるものは陳列棚の奥から取らず、陳列順
に賞味期限が近いものを買う。

外食するとき
◇「福岡エコ運動」に取り組もう。
その1 かしこい選択、適量注文。
その2 おいしく味わう、はじめの30分間。
その3 おわりの10分前は完食タイム。
参考：環境省・農林水産省・消費者庁HP

ひと手間かければこんなに長持ち！知らないと損をする食品保存術！

主食

毎日の食事の中心となるごはんやパン。保存する機会も多いと思いますが、
皆さんは上手に保存出来ていますか？
正しい保存方法を実践して最後まで美味しく食べ切りましょう。

編

米・雑 穀（精米日から常温で約１か月、冷蔵で約２か月）
常

温

冷

空気に触れると酸化が進むため、２Lのペットボトルな
どしっかり密閉できる容器に移し替え冷暗所で保存。

蔵

常温と同様にしっかり密閉できる
容器に移し替え野菜室へ。

ご は ん（冷蔵で約３日間、冷凍で約１か月）
冷

冷

蔵

冷ましたごはんを茶碗１杯分くらいずつラップ
で包み、保存袋に入れ冷蔵庫へ。食べる時は水
か酒を少量ふりかけてレンジで加熱。

凍

茶碗１杯程度の温かいごはんをラップの上に
薄く広げ密封するようにぴっちり包む。冷め
たら冷凍用保存袋に入れ冷凍庫へ。

パ ン（常温で約２〜３日間、冷凍で約１か月）
常

温

冷

空気に触れないように保存袋に入れ、
湿気が少ない冷暗所で保存。

おすすめ
自然解凍後霧吹きで水を
かけて焼くとふっくら
焼き上がります。

凍

食べやすい大きさに切り、ラップまたはアルミ
ホイルで１つずつ包む。重ならないように冷凍
用保存袋に並べ冷凍室へ。惣菜パンや生クリー
ムが入ったパンは冷凍NG。

切 り 餅（冷蔵で約２週間、冷凍で約６か月）
冷

冷

蔵

表面の水けをふき取り保存容器に並べる。カビの発生
を抑える効果がある練りわさびまたはからしを入れた
アルミカップを中心に置き、フタをして冷蔵室へ。

凍

１つずつラップでぴっちり包み冷凍用保存袋に
並べて入れる。中の空気を抜き冷凍室へ。自然解
凍または水を注いだ容器に入れレンジで解凍。

生 麺・ゆ で 麺（冷蔵で約３日間、冷凍で約１か月）
冷

冷

蔵

乾燥と熟成の防止のためキッチンペーパーで
包み、さらにラップでぴっちり包む（ゆで麺
はラップのみ）。保存袋に入れ冷蔵室へ。

凍

１食分ずつラップでぴっちり包み平らにして空気
を抜く。冷凍用保存袋に入れ冷凍室へ。生麵は
凍ったままゆで、ゆで麺はレンジで解凍を。
参考資料：ひと目でわかる！食品保存事典（講談社）
・食品の保存テク（朝日新聞出版）

「フードドライブ」開催中!!
あなたのご家庭に食べきれずに余っている未使用の食品はありません
か？西部３Ｒステーションでは「フードドライブ」を開催中です。ご提供
いただいた食品は「特定非営利活動法人フードバンク福岡」を通じて、
子ども食堂や福祉施設など食べ物を必要としている方々へ無償で配布
されます。ご提供いただく食品は１点から大歓迎。これまで寄付の方法
がわからず捨てていた食品を持ち寄り、支援の輪を広げましょう。

日

時 毎日１０：００〜１６：００※休館日を除く

場

所 西部３Ｒステーション２階受付

対象食品 未使用・未開封のもの※賞味期限まで１か月以上ある、
常温保存可能なものに限ります。

ご家庭で
余っている食品を
ご提供ください！

「災害廃棄物セミナー」に Zoom で参加しよう！

いつ起こるかもしれない自然災害に伴う
災害廃棄物 について考えてみませんか？
廃棄物資源循環学会九州支部

道路に出された廃棄物

災害廃棄物仮置き場の様子

Q

台風や河川の氾濫、土砂災害や地震など、自然災
害が多い九州地方。最近では気候変動に伴う集中豪
雨により、多くの方が被害に見舞われています。こ
うした災害時の大きな問題のひとつが大量に発生す
る災害廃棄物です。
今回おじゃましたのは「一般社団法人廃棄物資源
循環学会」九州支部。ここには教育、研究、行政、
製造、流通、消費、処理などさまざまな分野の人々
が集まり、循環型社会の形成と廃棄物問題の解決に
向け、先導的な役割を担って活動しています。何や
ら堅苦しい印象ですが、今回は市民向けにわかりや
すい「災害廃棄物対策」のセミナーを開催するとい
うことでお話を伺いました。

まず九州支部ではどのような活動が行われているのですか。

例えば、廃棄物の処理・処分に関する環境施設の見学を行ったり、さまざまな分野の若い研
究者たちの研究発表会を催したり、市民向けセミナーの開催や環境イベントに参画するなど
の活動をしています。これらは、誰でも気軽に参加できます。

A

近年、九州では自然災害による甚大な被害が発生しており、それに伴う大量の災害廃棄物の
様子を、メディアを通じて目にするようになりました。学会九州支部では災害支援活動も
行っているのですか。

Q

令和２年７月豪雨では熊本県人吉市に研究者を派遣し、支援活動にあたりました。そこで見
えてきた課題は、災害廃棄物の出し方や仮置き場の運用など市民への情報発信の重要性で
す。今回はその経験を踏まえ、市民、行政および研究者が連携して今後の対策に生かせるよう「災
害廃棄物対策セミナー」を開催したいと考えています。

A

Q

災害はいつ起こってもおかしくないので、皆さん興味があると思います。セミナーはどのよ
うな内容ですか。

昨年は、主に自治体の方を対象にワークショップを開催しましたが、今年はコロナ禍の影響
があるため、オンラインによるセミナーを開催し、一般市民の方にも参加していただこうと
考えています。特に被災地の実状や災害ごみを片付けるための収集・運搬の支援活動などについて
報告してもらい、意見交換の場を設けたいと考えています。

A

「災害廃棄物セミナー」
開催日時：令和3年1月14日（木） 15：00〜16：30
開催方法：Zoom利用によるオンライン・セミナー
参加方法：下記のアドレスにアクセスしてお申し込みください。
https://jsmcwm.or.jp/kyushu-branch/
「廃棄物資源循環学会九州支部」

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、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？

ご 来 館 の 皆 さまへ お 願 い
入館されるすべての方へ

講座を受講される方へ

・ご利用はできるだけ少人数でお願いします。
・発熱、咳等の症状がある場合は来館をご遠慮ください。
・館内はマスク着用でお願いします。
・入口に消毒液を設置していますので、手指の消毒をお願いします。
・人との距離（2㍍程度）を保つようお願いします。

・受講前に、体調確認と体温測定にご協力ください。
・新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するため、1〜3月に
開催予定の3R実践講座、体験講座、生ごみ堆肥相談会について
は、状況により実施を見合わせる場合がございます。何卒ご理解
いただきますようお願いいたします。

2 月 の﹁ 3 R 実 践 講 座 ﹂

パッチワーク教室【全8回】

帯でファスナー付きハンドバッグ作り【全3回】

手持ちの端切れや着なくなった洋服の布を
使い、パッチワークの小物作りを学ぶ。
日時／令和3年2月2日（火）〜3月27日（土）
原則火曜日
13：00〜16：00
定員／8名（抽選） 参加費／1,000円
（金）
必着
場所／2階研修室 応募締切／１月15日

手持ちの帯の生地を使って、ファスナー付きの
ハンドバッグを作る。
・18日（木）
日時／令和3年2月4日（木）
・25日（木）13：00〜16：00
定員／8名（抽選） 参加費／500円
（金）
必着
場所／2階研修室 応募締切／１月15日

主な材料／１作目（ポーチ）材料：本体用の布50
㌢×55㌢1枚。
ピースワーク用布14㌢角1枚、
7㌢
角14枚、
型紙用紙
（Ｂ4サイズ程度の厚紙）
1枚。

主な材料／帯1本。内袋用布：50㌢×90㌢程度。
ファスナー：30〜32㌢1本（帯の色に合うも
の）。内ポケット用ファスナー：20㌢1本。

※作品見本

衣類のリフォーム教室【全8回】

古布で梅とウグイスのつるし飾り【全2回】

着なくなった着物や洋服を、新しい服や小物に
リメイクする技法を学ぶ。

古い着物の端切れと帯締めを使って、
早春にぴったりのつるし飾りを作る。

日時／令和3年2月3日(水）〜3月24日（水）
毎週水曜日
13：00〜16：00
定員／8名（抽選） 参加費／800円
（金）
必着
場所／2階研修室 応募締切／１月15日

・20日（土）
日時／令和3年2月13日（土）
13：00〜16：00
定員／8名（抽選） 参加費／500円
（金）
必着
場所／2階研修室 応募締切／１月29日

主な材料／リフォームしたい洋服や着物（着物
はほどいて洗い、アイロンをかけておく）。

※つるし飾り作りに必要な古布、帯締め等の材
料はこちらでキットを準備いたします。

※着物をリメイクした
ワンピース（作品例）

【応募方法】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。

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電話番号を必ず明記し、

１月の体験講座

木の枝フォトスタンド

食品トレイでマグネットインテリア
毎日 10：30〜15：30

毎日 10：30〜15：30

所要時間30分程度

所要時間30分程度
申込 随時

申込 随時

ロール芯でペン立て

ハーブ入りリサイクルせっけん作り

すべて無料です

水曜日 10：30〜11：30

毎日 10：30〜15：30

定員 5名/日（先着順）

所要時間30分程度
申込 随時

体験講座の申込方法

生ごみ堆肥相談会

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。

生ごみの堆肥化でお困りの方は何でも相談ください。
場所／2F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

■ふくおか環境倶楽部主催
日時／毎月第2・第4土曜日
13：00〜16：00

福岡市西部３Rステーション
休館 月曜日
日 （休日の場合は開館し、
次の平日休館）

TEL

FAX

092-882-3190 092-882-4580

バスで
お越しの方

10 : 00 -17 : 00

開館
時間 （衣類の持ち込みは16：00まで）

姪浜・天神・博多方面より
西鉄バス
「三陽高校前」
バス停より徒歩約2分
西鉄バス
「生の松原団地南」
バス停より徒歩約5分
［西鉄バス情報］
http://www.nishitetsu.jp/bus/
西鉄バス

西部３R
ステーション

〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043番地の2

http://www.fukuoka-seibuplaza.com
ツイッターを

始めました
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福岡市営
地下鉄

博多湾

博多駅
天神方面

姪浜駅
西鉄バス

地下鉄

福岡市西部３Rステーション

ふくおか環境財団

←前原
JR筑肥線
今宿IC 高崎交差点
捨六町IC
三陽高校
三陽高校バス停
福寿園

検索

姪浜駅
下山門駅
国道202号線
バイパス
生の松原
団地南
バス停
総合西市民
プール

西区役所
天神→
202

福重 JCT
560

西部３Rステーション
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。

