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この印刷物は自然環境保護のために再生紙を
使用し、大豆油インキで印刷しています。

http://www.fukuoka-seibuplaza.com http://www.at-ml.jp/?in=55086
西部・ミニ３Ｒステーションのイベント情報やウェブサイト限定の家具抽選
会や不用品の交換など、くらしに役立つごみ減量・３Ｒ情報が満載です！
（一部ユーザー登録が必要なものもあります）

会員登録を済ませたメール会員の方へ西部・ミニ３Ｒステーションのおススメ
ニュースや最新情報を携帯電話のEメールで、お知らせします。

ウェブサイトウェブサイト モバイルサイトモバイルサイト

開館時間：10：00～17：00
休 館 日 ：月曜日（祝日の場合は開館し、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）
TEL： 092-882-3190　FAX：092-882-4580
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検索福岡市西部3Rステーション ＱＲコードで簡単アクセス！
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西部３Ｒステーション  講座・イベント情報

西部３Ｒステーション西部３Ｒステーション ミニ３Ｒステーションミニ３Ｒステーション

開館時間：10：00～17：00
休 館 日 ：月曜日（祝日の場合は開館し、次の平日休館）
　　　　　年末年始（12月28日～１月３日）
住　　所：福岡市博多区三筑2－9
TEL：092-585-0598　FAX：092-585-5435

●西鉄バス「三陽高校前」
　より徒歩約2分

●西鉄バス「麦野四丁目」
　より徒歩約8分
●西鉄天神大牟田線
　「雑餉隈駅」より徒歩約12分

ミニ3Rステーション

編集・発行　財団法人 ふくおか環境財団
お問い合せ　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番の2　TEL：882－3190　FAX：882－4580

福岡市西部３Ｒステーションは、環境学習や環境活動の場、

福岡市のごみ減量や３Ｒに関する情報発信の場として、

“循環のまち・ふくおか”の一翼を担う施設です。

今、地球温暖化やごみ問題など様々な環境問題が起きています。

「環境にやさしい循環型社会」を作るため、

私たち一人ひとりが自分たちの生活の中で、できることから

取り組みを進めていくことが大切です。

みなさんも、自分にできることを見つけてみませんか？
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西部３Ｒステーションでは体験コーナーや各種講座を開催しております。福岡市内にお住まいの方なら、
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？

日時／毎週日曜日
　　　10：30～ 11：30
場所／２階多目的ホール
参加費／無料
定員／１０名（先着順）
申込方法／電話

廃食油で
ハーブ石けん作り

●西部環境サポーター
　倶楽部主催

●循環生活研究所主催

紙すきはがき作り

日時／毎週水曜日
　　　10：30～ 11：30
場所／１階リサイクル工房
参加費／無料
定員／10名（先着順）
申込方法／電話

生ごみ堆肥化で困ったこと
がありましたら何でも相談
ください

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！

場所／２階環境学習室
参加費／無料
事前申込／不要

日時／毎週土曜日
　　　13：00～ 16：30

日時／毎月第２金曜日
　　　10：30～ 14：00

●西部環境サポーター
　倶楽部主催
日時／毎月第４土曜日
　　　10：30～ 11：30
場所／２階環境学習室
参加費／500円
（基材・テキスト代込み）
事前申込／不要

• 定期開催中 ! •
不用な着物でチュニック作り【全２回】
日時／５月１８日・２５日（火）
　　　１３：００～１６：００
場所／２階研修室
定員／１５名（抽選）
参加費／１００円
応募締切／５月１１日（火）必着
持ってくる物／不用になった着物・紙切りはさみ・
裁縫道具一式

３Ｒ物作り教室

体験コーナー 生ごみ堆肥相談会

ダンボールコンポスト講習会

３Ｒについて「聞いたことはあるけどよく分から
ない」などといった方もいらっしゃるのではないで
しょうか？
では、３Ｒについてもう一度考えてみましょう！
３Ｒとは、リデュース（Reduce：ごみの発生抑制）

リユース（Reuse：再使用）リサイクル（Recycle：
ごみの再資源化）の頭文字を取ったもので、循環型社
会を実現する為に必要なキーワードとなります。
中でも、リサイクルはよく耳にし、理解している方

も多いと思いますが、リサイクルを行うには多大な
コストと労力がかかる場合が多いため、ごみ減量に
おいての最終段階とされるようになりました。まず
は、ごみになるものを出さないリデュースを最優先
し、次に使えるものは使えるまで繰り返し使うリ
ユースを行いましょう。このように、ごみそのものを
出さない工夫をし、最終的に使えなくなったものを
リサイクルすることが求められています。
すべての物は限りある資源によって作られている

にも関わらず、用途が終わってすぐにごみとして捨ててしまっているのが現状です。私たちは資源を驚
く程の早さでごみにしていることになります。限りある資源を有効に使い、使用後は再び資源として再
利用することが、循環型社会の形成に繋がるのです。今こそ私たち一人ひとりの力が必要となってきま
す！みなさんで３Ｒを実践し、循環型社会の形成を目指しましょう！

お
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３
Ｒ

ハガキかＦＡＸに①希望講座②住所③氏名④年齢
⑤電話番号を明記のうえ、
〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043-2 ・
Fax 092-882-4580 までご応募ください。

応募方法

家庭で簡単ぼかし作り
～生ごみリサイクルで元気野菜を作ろう～
日時／６月１２日（土）
　　　１３：００～１５：００
場所／２階研修室
定員／２０名（抽選）
参加費／無料
（ぼかしを持ち帰りたいときは１kg１００円）
備考／動きやすい服装でご参加ください

３Ｒ啓発教室
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エコ発する事業発表会 地球のためにできることから始めましょう！イベント情報イベント情報

３Ｒフェスタ
ミニ３Ｒステーション
ミニ３Ｒステーションでは年に１回、福

岡市のごみ減量・３Ｒ啓発のイベントを開
催しています。
家庭で不用になった衣類・日用品など

色々なものが持ち寄られ販売される「フ
リーマーケット」や、短時間でリユース物
作りを学べる「３Ｒ物作り体験教室」、リ
ユース家具の抽選会「ドリームギャラリー」
が行われます。皆さまのご来場をお待ちし
ております。

※フリーマーケットのみ屋外会場のため荒天中止

現在福岡市ではマイバッグキャンペーンを行
い、マイバッグ持参によるレジ袋の削減に取り
組んでいます。では、そのレジ袋一枚を作るの
に、大体どのくらいの石油が使われているで
しょう？
　①　耳かき１杯分（約0.1ml）
　②　スプーン１杯分（約5ml）
　③　おちょこ１杯分（約18ml）

正解は・・・③のおちょこ１杯分です！
意外に多くの石油が使われていると思いませんか？
レジ袋は、マイバッグを持って買い物をすることによっ
て、その使用を簡単に減らすことができます。ついつい
持って行くことを忘れがちですが、最近は小さく折りた
ためるコンパクトサイズのマイバッグや、素敵なデザイ
ンのマイバッグなど、持ち歩くことが苦にならないマイ
バッグがあります。
これからはお買い物に行くとき、財布と一緒にマイバッ
グをお忘れなく！

知ってそうで知らなかった、環境についての色々なこと
を考えてみましょう。気づかなかったことに気づくかも!? 昨年５月より開始した西部３Ｒステーション

のコンポストも、早いもので堆肥化に向けて熟
成させることとなりました。
通常、毎日生ごみが出る家庭でのコンポスト

は目安として３～５ヶ月投入した後に熟成しま
すが、西部３Rステーションでは生ごみがあま
り出ず、コンポストに投入する量が少ないこと
もあって約一年という長期間ごみを投入し続け
ました。（※生ごみを投入する量によって熟成
を始める時期が個々に異なります）
さて、一体どれくらいのごみが投入されたの

でしょうか？こちらが集計結果です！

こんなにたくさんの生ごみを減量することが
できました。
次回からは基材を新たにまた一から始めます

ので、引き続きよろしく御願いします！

■日時／５月９日（日）
　　　　１０：００～１５：３０
■会場／ミニ３Rステーション
　　　　（博多区三筑２丁目９番）

in
フリーマーケット
販売時間／ 10:00 ～ 15:00
区画数／ 18区画

３Ｒ物作り体験教室
簡単ペーパーローズ作り
午前の部／ 10:00 ～ 12:00
午後の部／ 13:00 ～ 15:00
定員／午前・午後各先着20名
参加費／無料

ドリームギャラリー
（リユース家具抽選会）

展示予定数：20点
申込受付／ 10:00 ～ 14:30
抽選会／ 15:00 ～

挑戦!エコクイズ コンポスト日記
いよいよ熟成!

問題

エコ発する事業とは、未来の子ども達に美しい地球環境

を残すため、市民団体、ボランティア団体、ＮＰＯ法人等の

みなさんが自ら考えて企画し、自主的に行う環境活動を支

援するものです。

エコ発する事業補助金は、５人以上で組織された市民団

体で、①ごみ減量・リサイクル②環境学習・啓発③環境保

全④清掃等のうち、いずれかの事業を行う団体が対象とな

ります。

エコ発する事業とは

ＮＰＯ法人 ＧＲＥＥＮ’Ｓ

西部環境サポーター倶楽部は、西区役所生活環境課が主

催する「西区地域環境サポーター養成講座」受講者の卒業

生が中心となって平成18年に立ち上がった団体です。

平成21年度は、ダンボールコンポストの講習会を各地

域で73回開催し、延べ1,613人の市民の方にダンボール

コンポストを使った生ごみの減量方法について啓発活動

を行いました。また、携帯電話での質問受付や生ごみ堆肥

を使った野菜作り、園芸講座を開始したり、ダンボールコ

ンポストに使用する基材をピートモスから市内の剪定枝

をリサイクルした「ふくよかチップ」に変更するなど、新し

い試みにも挑戦しました。

今後は、ダンボールコンポストによって家庭の生ごみが

どのくらい減量できたかアンケートを取って成果を調査

したり、より多くの人にダンボールコンポストを続けてい

ける仕組みを作るなど、活動をより一層広げていきたいと

思います。

西部環境サポーター倶楽部

ＧＲＥＥＮ’Ｓは、福岡の大学や専門学校と連携して環

境・子育て・まちづくりに取り組んでいる特定非営利活

動法人です。平成21年で活動が４年目になりました。

平成21年度は環境に関して、多くの若者や学生にエ

コ心を芽生えさせたいという想いから、音楽を中心とし

た環境啓発イベントを開催してきました。音楽イベント

に来場した若者に向けて、環境啓発ブースを作ったり、

ごみの分別ブースを設けてできる限り出るごみを少な

くしました。また、イベント出演を希望する若者に、参加

条件としてごみ拾いや環境クイズを課すなど、単なる音

楽イベントとしてだけでなく、環境問題に触れる機会を

設けました。

これからは、イベントなどの一時的なものだけでな

く、学生生活などにもエコアクションを拡大し、継続性

のある活動を行っていきたいと思います。

Ｊｏｙ－Ｂｏｘ
Ｊｏｙ－Ｂｏｘは物々交換のライフスタイルを提案

しようと、平成21年度より活動を始めました。服・ＣＤ・

本などの不用になったものを持ってくると、ポイントに

換算して、そのポイントを使ってほしいものと交換でき

る仕組みです。ターゲットを若者としているため、WEB

やちらしのデザインを重視し、若者が集まる場所で物々

交換をしたり、若者向けのイベントに参加するなどしま

した。

平成21年度は、目標を上回る延べ８５０個の物を循

環させることができました。平成22年度はもっと多く

のものを循環させることを目標に活動します。また他に

も、同様の活動をしている団体とポイントを共通化した

り、いつでも物々交換ができる常設の場所を市内に展開

することなどを計画しており、今後多くの方に活動を

知ってもらい、広げていきたいと思っています。

西部環境サポーター倶楽部 ＮＰＯ法人　GREEN’S Joy-Box

４月９日（金）に福岡市役所で、エコ発する事業発表会が
行われました。この発表会は、「福岡市エコ発する事業補助
金」を受けて活動している団体による成果発表の場です。
平成21年度に補助を受け、平成22年度も補助事業の継続
を希望する８団体が、事業の成果と今後の計画についての
発表を行いました。
この発表会には、西部３Ｒステーションが活動を支援す
る３団体も参加しました。今回はその発表会の様子をお伝
えします。

　　想いで
地球を　　　!
熱い

冷やせ

平均温度
３４．８℃

【生ごみ投入量（総量）】
生ごみ：36.25kg
廃油：3.76Ｌ 一年間お世話になりま

した。次回からは基材
を新たにまた一から始
めますので引き続きよ
ろしくお願いします！

熱血 ! ボランティア活動
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