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ダンボールコンポストの生ごみ堆肥で育てたきゅうり

いらなくなった
リユースの大切さを学ぶ
いらなくなった おもちゃ
おもちゃ で
でリユース
の大切さを学ぶ

「かえっこバザール」
って、
ご存知ですか？

開催情報

「かえっこバザール」とは、家庭でいらなくなったおもちゃを持ち寄って行う おもちゃの交換会 。３Ｒのひとつ
Ｒｅｕｓｅ（リユース=繰り返し使う）を代表する子ども向けイベントです。
２０００年に福岡で誕生したこのイベントは、いまや全国各地に広がり、学校や公民館、商店街等さまざまな場所で、
主催者や参加する子どもたちの自主的で自由な発想によって、教育や遊び、環境学習、地域活動、国際交流など、目的
に応じた活動の場を作り出しています。
とはいえ、単なるおもちゃの交換会ではありません。持ってきたおもちゃは会場に設置された「か
えっこバンク」のカウンターで、
「カエルポイント」に交換されます。交換の査定は「そこそこのもの」
（１カエルポイント）、「まあまあのもの」（２カエルポイント）「なかなかいいもの」（３カエルポ
イント）の３段階。全国共通の「かえっこカード」にポイント数に応じた「カエルスタンプ」を押
して発行します。
会場ではワークショップへ参加したり、環境クイズに答えたり、またスタッフとしてお手伝いす
ることでもポイントを発行してもらえるので、不用なおもちゃを持っていない子どもでも気軽に参
加できます。
カエルポイントが貯まったら、かえっこカードを持って「かえっこショップ」へ。ショップには
かえっこカード
かえっこバンクで査定されたおもちゃが、ポイントご
とに色違いのシールを貼って並べられています。
あとはその中からお気に入りを探して「かえっこレ
ジ」に行き、買いたいおもちゃ分のカエルポイントを
消してもらえば買い物は終了。残ったカエルポイント
は次回に持ち越せ、また全国どこのかえっこバザール
でも使えます。
特別なポイントが付いたおもちゃが入荷したら
公民館で行われた「かえっこバザール」の様子
まだ使えるおもちゃを持ち寄り、子ども同士が同じ
バザール終盤にオークションが開かれることも
場所でいろいろな体験を通してモノやコトを
かえっこすることで、環境活動の基本である
※臨海３Ｒステーションの夏休みイベント「クリンパ！元気フェスタ」で、
「かえっこバザール」が開催されます。
もったいない精神 や循環させることの大
いらなくなったおもちゃ（１人１０個まで）を持って、親子で出かけて
切さを学ぶことが できる「かえっこバザー
みませんか。
ル」。ひとりでも多くの子どもたちに体感し
日時：８月２７日（日）１０:００〜１５:００
てほしいですね。
場所：臨海３Ｒステーション（福岡市東区箱崎ふ頭４−１３−４２）
ＴＥＬ：０９２−６４２−４６４１

る

作

で

油
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廃

３Ｒステーションの体験講座

「ハーブ入りリサイクルせっけん作り」
天ぷらやフライなどの揚げ物で使い終えた食用油を使って、汚れ落ちのいい固形せっけんを作っ
てみませんか。
西部３Ｒステーションでは、毎週水曜日に廃食油を利用した「ハーブ入りリサイクルせっけん
講座」を行っています。出来上がったせっけんは、衣類の洗濯や食器洗い、台所や洗面所、浴室
の掃除など、いろいろな汚れ落としに活躍します。特に油汚れには優れた洗浄力を発揮。お子さ
んの食べこぼしやワイシャツの襟汚れ、スニーカーや上履きの洗濯、ファンデーションのスポン
ジ汚れ落としなどに効果的です（※ただし、顔や体には使用できません）。
廃油せっけんは廃食油と水、苛性ソーダを化学反応させて作ります。苛性ソーダは劇薬なので、
取り扱いには注意が必要です。興味のある方は、正しい作り方を学ぶためにも、ぜひ一度、講座
に参加してみませんか。
※「ハーブ入りリサイクルせっけん講座」を受講するには事前の申込みが必要です。
詳細は最終ページでご確認ください。

材料は廃食油と水と苛性ソーダだけ

風通しのよい場所で
約１カ月寝かせれば出来上がり

集中して、一気に混ぜるのがコツ

とろーりトレース状になればＯＫ

ラッピングしてプレゼントに

夏休み真っただ中、お子さんの自由研究のテーマはもう決まりましたか？
今月はそんな夏休みの宿題にもぴったりの２冊をご紹介します。

●親子で作る！

「自然素材のかんたん雑貨＆おもちゃ」

光橋

翠

監修

海や山、公園で見つけた枝や木の実、石、貝殻などの自然素材を使ったおしゃれなネイチャークラフトのアイ
デアが盛りだくさん。夏休みの思い出に、自然の中での素材集めから作品作りまで、
親子で取り組んでみませんか。

●親子で作る！

「小学生のアイデア工作」

蓮見

国彦

監修

家庭にあるペットボトルや牛乳パックなどの身近な材料を使った工作アイデア集。
作品リストが素材別のほか、 動く・飾る・遊ぶ などの用途別や難易度に分けて紹
介されているので、目的やレベルに合わせて選べる仕組み。巻末には「素材ごとの工
作のコツ」も紹介されています。

コンポストを通して、子育てで学んだ食育の大切さを伝えたい。
ＮＰＯ法人「循環生活研究所」
ダンボールコンポストアドバイザー 金ヶ江ヤエ子さん

毎月第２金曜日、西部３ＲステーションでＮＰＯ法人「循環
生活研究所」（以下、循生研）のダンボールコンポストアドバイ
ザーとして相談会を行っている金ヶ江ヤエ子さん。焼却処分さ
れるはずの生ごみを堆肥にしたミネラルたっぷりの土づくりか
ら、その土を使った安心安全な旬の野菜作り、手作りの野菜を
食べることで作られる健康な身体作り…。そんな 小さな命の
循環 を通して、人や地域を元気にする『食育』の大切さを伝
える金ヶ江さんのもとには、さまざまな年代の人たちが相談に
訪れています。

金ヶ江ヤエ子さん

Ｑ．「ＮＰＯ法人循環生活研究所」の活動を始めたきっかけを教えてください。
A． 次女が障害を持って生まれたことがきっかけで、子どもに与える食品の安全性についてこだわり
を持つようになりました。せめて野菜だけは新鮮で栄養価の高いものを食べさせたいと思い、自分
なりに勉強していくつかのコンポストにチャレンジしたものの、思うようにいかず悩んでいました。
そんなとき知人から循生研のダンボールコンポストを紹介されたんです。その良さに惹かれて、循
生研に依頼し、地元の公民館で講習会を開いたのがそもそもの始まり。２０年ほど前のことです。

Ｑ．ダンボールコンポストの魅力は何ですか。
A． 燃えるごみの約３０％を占める生ごみを、焼却処分するのではなく、それぞれの家庭で堆肥化す
ることは、環境にやさしい循環生活の第一歩です。しかもその堆肥を使って育てた野菜は、栄養たっ
ぷりで、家族みんなの健康につながります。おいしく食べて、調理で出た生ごみを堆肥にして、野
菜を育て、また食べる。この小さな循環を家庭で繰り返すことは、環境にも体にも家計にも優しい
理想的なリサイクル方法だと思います。その良さは私自身と家族が約２０年間の体験の中で実感し
ています。

Ｑ．具体的にどのような活動をされているのですか。
A． 循生研のスタッフとしての活動は、始めた頃と比較して、ずいぶんと幅が広がってきました。福
岡市を中心に、公民館や学校などいろいろな場所で講習会や相談会を開くほか、月に５回は東区蒲
田にある農園で畑仕事や講座も行います。また育った野菜で作ったピクルスやジャム、ソースなど
の加工品も販売しています。

Ｑ．これからの目標は何ですか。
A． 循生研の活動以外にも、地域の民生委員や町内会の役員などを長く
続けているおかげで、地元では小さな赤ちゃんからお年寄りまで、あ
らゆる世代の方と関わり、公民館や学校、介護施設などで、食育の大
切さを伝える活動をしています。私自身、子育て中に周囲の人たちの
助けや励ましがとても力になり、いまの幸せな毎日があるので、その
恩返しという意味でも、地域での活動にもっと力を入れたいですね。
循生研では東区にあるモデル地区で、地域単位で生ごみを野菜に変え
る循環の環作りの活動『ローカルフードサイクリング』を行っていま
すが、これを私の住む地域でも実現できればいいなと思っています。

毎月第２金曜日に行っている
「生ごみ堆肥相談会」

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。

９月の「３Ｒ 実 践 講 座 」
直線裁ちの襟なしジャケットコート 【全３回】

【全４回】
作務衣上下
（裏付き）

日時／平成２９年９月１日㈮、８日㈮、１５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／８月２２日㈫必着

日時／平成２９年９月７日㈭、１４日㈭、
２１日㈭、２８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／８月２２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)または、
９０〜１１０㎝幅の布２ｍ。
布用接着芯４０㎝×８０㎝、直径２．
５〜３㎝のボタン４個、
裁縫道具一式、型紙用紙、定規、紙用・布用はさみ、筆記用具。

持ってくるもの／袷（あわせ）の着物１枚(ほどいて洗い、
アイロンをかけておく)、単衣の着物を使用する場合は、
裏地９０㎝幅×３ｍ程度が必要。裁縫道具一式、型紙用紙、
メジャー、
ものさし、紙用・布用はさみ、筆記用具。

古布で干し柿のタペストリー 【全２回】

衣類のリフォーム教室 【全12回】

日時／平成２９年９月２０日㈬、２７日㈬
１３：００〜１６：００
定員／１５名（抽選）
参加費／５００円
場所／２階学習室
応募締切／９月８日㈮必着

日時／平成２９年９月２７日㈬〜１２月２０日㈬
１３：００〜１６：００
定員／１０名（抽選） 参加費／１，０００円
場所／２階研修室 応募締切／９月８日㈮必着

持ってくるもの／針、糸(黒・赤)他、裁縫道具一式、紙用・布用はさみ、
手芸用ボンド、化繊綿(５０ｇ程度)、筆記用具、おしぼり。

原則毎週水曜日

持ってくるもの／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）、
裁縫道具一式、型紙用紙（模造紙など）、
ものさし、
紙用・布用はさみ、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電話番号を必ず明記し、

【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。

体験講座！
つまみ細工の花飾り
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

ecoでおしゃれな
マグネットインテリア
毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

廃材で作る
動物スタンプセット

古布うちわ作り
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★

すべて無料です！
！

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

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
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、又は西部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下さい。
場 所／２Ｆ啓発コーナー
参加費／無料
事前申込／不要
●ふくおか環境倶楽部主催
日 時／毎週土曜日 １３：００〜１６：００
●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

ダンボールコンポスト講習会
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／毎月第４土曜日 １０：３０〜１２：００
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
博多湾

西 部 3 Rス テ ーション ご利用案 内

←前原

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（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）
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

牛乳パックで
メモ＆フォトブック

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→

生の松原バス停

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。

