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福岡市民にとっては当たり前の「ごみの夜間戸別収集」
実は全国的にも珍しい方法なんです！
ごみ出し日の翌朝、私たちの家の前は、前日の夜出されたたくさんのごみ袋がきれいに片

づけられています。福岡市民にとってはごく当たり前のごみの夜間収集ですが、政令20都
市の中では唯一福岡市だけ。60年以上前から続く全国的にも大変珍しい取り組みです。

また、道が狭くてパッカー車が入れない地域や集合住宅を除き、戸建て住宅では一軒ずつ

玄関先の路上に出されたごみ袋を回収する戸別収集を行っています。高齢者や体の不自由

な人への配慮であると同時に、ごみの持ち主が明確なため不分別の防止にもなっています。
夜間戸別収集には、昼行性のカラスによるごみ荒らしの被害が少ない、朝の出勤時間帯の

交通渋滞を避ける、夜間に住宅地を回ることで防犯につながるなど、さまざまなメリットが
あり、2019年度の市政アンケートでは97.7％の市民が「満足」と回答しています。
正しいルールでゴミを出すことは、ごみ減量とリサイ

クルの第一歩。燃えるごみの袋に入れられたびんや缶

ごみ出しのルールを守りましょう！

はリサイクルされないだけでなく、夜間に作業する収集

●ごみ出しは日が沈んで（暗くなって）
から夜12時までの間に出す。

ゲーム機等の充電式電池や中身を使い切っていないス

●福岡市の家庭ごみは「燃えるごみ」
「燃えないごみ」
「空きびん・
ペットボトル」
「粗大ごみ」の４分別。収集後、リサイクルなど
の処理がしやすいようルールを守って分別を。

作業員がケガをすることも。また燃えないごみの中に

プレー缶が混ざっていると、パッカー車の火災にもつな
がります。

自分たちの住む街をごみのない街に！

●生ごみは水気をしっかり切って出す。

西部３Rステーションでは「 あしもとから」と題して、毎月15日に海

「ふくおかFUN」
「 #あしもとから」 岸や川などの清掃活動を行っています。一般社団法人
と協働し、地域のボランティア団体や住民のみなさんとも連携していき
たいと考えています。
「自分たちの住む街をごみのないきれいな街にした
い」という思いは誰もが同じ。皆さんもぜひ気軽にご参加ください。
※場所は西部３Rステーションのホームページ、またはTwitterでご確認ください。

自然の力で家中ピカピカに！

はじめよう！ナ チュラルクリーニング

〜エコでやさしいお掃 除 術〜

なかなか落ちない頑固な汚れがつきやすいトイレや洗面所。

よく見ると鏡が曇っていたり、白っぽいくすみや黒ずみがあちこちにあったり…。
水回りだけに、さまざまな汚れがてんこ盛りです。

「ナチュラルクリーニング」でまとめてピカピカにリセットしましょう♪

洗面所・トイレ のお掃 除 編
洗面台

便器

200ml）をスプレーし、乾いた布で拭き上げ

便器全体にクエン酸水（クエン酸大さじ1杯、水200ml）をス
プレー。ふち裏など汚れが溜まりやすい部分はブラシで磨く。
ふたの表裏→便座→便器のふちの順にクエン酸水をかけて
拭く。
便器の黄ばみ…トイレットペーパーを敷きクエン酸水または
酸素系漂白剤をかける。上からラップで覆い2〜3時間置く。
重曹を振りかけてこすり洗い。

程度置いてから拭きあげる。

トイレブラシ

スポンジに重曹ペースト
（重曹大さじ3杯、水

大さじ1 杯 ）をつけ、こすり洗い。よく水で流

し、乾いた布で拭き上げる。

鏡・蛇口

全 体にクエン酸 水（クエン酸 大さじ1 杯 、水

る。汚れがひどい部分はラップで覆い、1時間

排水口

重曹→クエン酸水の順で振りかけ、少しずつ

水を流し発 泡させる。2 0 分 程 度 放 置し水で
流す。

バケツに40度程度のお湯と酸素系漂白剤を入れ（お湯1ℓに
対し酸素系漂白剤小さじ2杯程度）、
トイレブラシとケースを
浸ける。2〜3時間置き、よくすすいで外で乾燥させる。バケツ
のお湯はトイレに流す。

ペーパーホルダー

重 曹スプレー（ 重 曹 大さじ1 杯 、水 2 0 0 m l ）をふきかけホル
ダー全体を拭く。仕上げに水拭き。
参考資料：プロが教える
「15分掃除」
がわが家を変える！
（世界文化社）／ナチュラル洗剤でちょこっとピカピカ掃除！
（世界文化社）

「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！

7月

の3R実践講座

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？

着物から襟付きロングベスト作り【全3回】 初心者向け
夏用の薄地の着物から、気軽に羽織れるスタンドカラーの
ロングベストにリメイクする初心者向け講座。

令和3年7月1日
（木）、
8日
（木）
、
15日（木）
13：00 〜16：00
定 員 8名
（抽選） 場 所 2階研修室
参加費 500円
応募締切 6月22日
（火）必着
日時

主な材料

。
（ほどいて洗いアイロンをかけておく）
着物1枚
ボ
または90〜110㌢幅×220㌢の布でも可。
タン：直径2㌢以上×1〜2個。型紙用紙（模造
。
紙2〜3枚程度）

【全3回】
一閑張（いっかんばり）
不用になったかごやザル、空き箱等に好みの紙や布を貼り、
柿渋を塗って仕上げる
「一閑張（いっかんばり）
」の技法を学ぶ。

令和3年7月2日
（金）、
9日
（金）
、
16日（金）
13：00 〜16：00
定 員 8名
（抽選） 場 所 2階研修室
参加費 500円
応募締切 6月22日
（火）必着
日時

海辺の宝探し

主な材料

家庭にある竹や籐など
のかご、ザル、お菓子の
空き箱など（ 大きさは
縦横高さともに30㌢を
超えないもの）。かごや
た
箱に貼る紙や布（着物地や帯地ほか）、和紙、
※ご不明な
とう紙、包装紙、書き損じの半紙等。
点は気軽にお問い合わせください。

いま問題となっている海洋プラスチックごみや博多湾の生き物について座学を行ったあと、実際に海
岸を探索しながら漂着物を拾い集めて観察し、拾った漂着物と廃材を使って、楽しい工作を行います。

令和3年6月26日
（土）10：00 〜13：00
西部埋立場 研修室
（福岡市西区今津）
講 師 一般社団法人 ふくおかFUN
定 員 小学生と保護者 5組
（1組3人まで）
参加費 無料
応募締切 6月15日
（火）必着
持ってくるもの 水筒、
タオル、
帽子、
筆記用具、雨具（雨天の場合）
日時
場所

※汚れてもよい服装（長袖、長ズボン、運動靴）でご参加ください。

応募方法

昨年の様子

はがき、FAX、E-mail：seibuplaza2@f-kankyo.or.jp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、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。

貸 出 図 書コ ー ナ ーより

今月のお す すめ 図 書

図解でわかる14歳からの水と環境問題

インフォビジュアル研究所 著

「水の惑星」
と呼ばれる地球。
日本は水が豊かな国で、慢性的な水不足は日本人には馴染みのないもの。
しか
し世界では水があっても飲み水としては利用できない、
日常生活に必要な水を
満足に確保することができない人が多く存在します。
本書では水の歴史から始まり、地球環境、生態系、人類に与える影響をグラ
フやイラストを用いてわかりやすく紹介。海水から真水をつくる技術により発展
したドバイ、砂漠を緑地化した中村哲医師の話、水の利用権をめぐって世界各
地で起こっている争い、東京など都市の水災害対策など…。小学生から大人ま
で読みやすい内容になっています。私たちの大切な資源である水とそれに関わ
るさまざまな問題を改めて考えてみませんか？

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。

・受講前に、体調確認と体温測定にご協力ください。

・発熱、咳等の症状がある場合は来館をご遠慮ください。

・新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するため、
6〜7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。

・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。

6月の体験講座
食品トレイで
マグネットインテリア

すべて無料です！
！

はぎれ（布・革）で作る
ストラップ

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

木の枝
フォトスタンド

ハーブ入りリサイクル
せっけん作り

毎日 10：30〜15：30

水曜日 10：30〜11：30

所要時間30分程度

定員 5名/日（先着順）

申込 随時

申込 希望日の3日前まで

体験講座の申込方法

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

生ごみの堆肥化でお困りの方は何でも相談ください。

■ふくおか環境倶楽部主催
■NPO法人循環生活研究所主催
場所／2F啓発コーナー
日時／毎月第2・第4土曜日
日時／毎月第2金曜日
参加費／無料 申込／不要
13：00〜16：00
10：00〜12：00
※基材・テキスト購入可

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

編集・発行／ 公益財団法人

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。

