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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！

ウェブサイト

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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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

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？

• 体験コーナー ! •

ご利用案内
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”ハーブ入り”リサイクル石けん作り
●時間　10:30～11:30
●定員　10名／日（先着順）
●申込締切　希望日の7日前まで
●開催日　毎週

福岡市西部3Rステーション情報誌福岡市西部3Rステーション情報誌

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下さい。
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を始めてみたいという方、ご参加ください。
●ふくおか環境倶楽部主催
　日　時／毎月第４土曜日 10:30～12:00
　参加費／５００円（基材・テキスト代込み）
　事前申込／不要

紙すきしおり・砂絵カード作り

裂き織り体験！コースター作り

すべて無料です!

●時間 10:30～15:30（随時）
　　　 のうち、1時間程度
●申込締切　前日まで
●定員　10名／日（先着順）
●開催日　毎週

●時間　10:30～15:30（随時）
　　　　のうち、1時間程度
●申込締切　前日まで
●定員　6名／日（先着順）
●開催日　毎週

日　曜　日 

土　曜　日 

水　曜　日 

「西区環境フェスタ2013」でのフリーマーケット出店者を募集します。出店料無料!
日時／平成25年３月10日（日）11:00～16:00
場所／さいとぴあ（西区大字女原607-1）　区画／20区画（抽選） ※雨天中止
応募資格／20歳以上の人（販売を業としていない方）
締切／平成25年3月1日（金）（必着）
応募方法：往復ハガキ（１人１枚）に「西区環境フェスタフリーマーケット出店
　　　　　希望」、住所、氏名、年齢、連絡先を必ず明記うえ、ご応募ください。
※当日は、専用駐車場がありませんので、各自で近隣の駐車場をご利用下さい。

フリーマーケット出店者募集！

毎月変わるミニワークショップ、今回は、家庭から出る生ごみを堆肥にし、ご
自分の畑などで利用して元気な野菜を育てるための相談会を行います。少し
でも野菜作りでお困りの方がおられましたら是非、ご参加ください。
日時／平成２５年２月３日（日）１０：００～１５：００
場所／２階　参加費／無料　同時開催　館内フリーマーケット（２階研修室）

ミニワークショップ開催！

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。

『ふくおか大地といのちの会』“生ごみで「元気野菜作り」相談会”

手ぶらで体験！古布でぞうり作り
日　時／２月２１日（木）
　　　　１３：００～１６：００
場　所／２階研修室
定　員／１５名（抽選）
参加費／３００円
応募締切／２月１４日（木）必着
持ってくるもの／無し
備　考／必ずズボン着用

リバーシブルベスト作り
【全２回】
日　時／３月７・１４日（木）
　　　　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／２月２８日（木）必着
持ってくるもの／薄地の着物２種類（１つは、無地）・裁縫道具
　　　　　　　　型紙用の紙・50cmものさし

往復ハガキか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、ご応募ください。
〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043-2 
Fax 092-882-4580

応募
方法

３Ｒ実践講座

リサイクルハーブ石けん作りは、不用になっ
た廃食用油をリユース（再利用）します。
廃食用油、苛性ソーダと水を混ぜて、仕上
げに当ステーションで育てたハーブを入れ
作ります。
襟汚れなどに非常に有効で皆さんにとても
好評です。是非、参加してみて下さい。

平成13 年に食品リサイクル法（食品循環資源の再生利用等の促進に関す
る法律）が施行され、食品の製造、流通、外食などで生じるくずや売れ残り、
食べ残しなどの食品廃棄物（生ごみ）の発生抑制や減量化が求められ、年間
の食品廃棄物の発生量が100ｔ以上の事業者は、国が定めた判断基準に従い
再生利用などを行い減量することが義務づけられています。
平成22年度の食品廃棄物の発生量は2,086ｔであり、このうち約8割は
食品製造業が占めていますが、食品製造業から発生する食品廃棄物の94％
は再生利用等されています。（図1,2参照）
一方で、飲食店などの外食産業における再生利用等については、17％と
非常に低く、83％がごみとして処分されている状況です。
食品廃棄物の再生方法は、堆肥化、飼料化、油脂化、メタン化、油脂製品化、
炭化の６つの方法があり、その中でも肥料化がもっとも多く59％、続いて
飼料化26％となっています。また、平成19年の法改正では、メタン化によ
る熱回収、発電も認められ登録事業者の４％がメタン化を実施しています。
（図3参照）
私たちの家庭からも毎日のように生ごみが出ています。①食料を買いすぎ
ない②料理を作りすぎない　③食べ残しをしない　④生ごみを堆肥化するな
ど、誰もが日常生活の中で少しだけ心掛けることによって、ごみを減量する
ことができます。
ひとりひとりの小さな行動かも知れませんが、その小さな行動が一番の力
となります！
西部３Ｒステーションでは、地域環境活動団体とともに家庭でもできる生
ごみ堆肥化方法の講座、相談会等（P4参照）を実施していますので、みな
さんのご来館をお待ちしております。

（データ）農林水産省統計部推計結果
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食品リサイクルの現状について
～わたしたちにできること～

イラスト：泉　優次郎



生ごみから学ぶ「食と環境」学習
～小学校での取り組み～

生ごみから学ぶ「食と環境」学習
～小学校での取り組み～

今年も3/17（日）に観劇会開催します！
昨年に引き続き「劇団風の子九州」による公演です。
演目名は、「いまからいえでにいってきます」というユニークなタイトル。
お話しは、あっくんという４歳の男の子が身近な自然を大冒険しながら成長していく内容です。普段
何気なく過ごしていて、気づかずにいる雑草や草花に目を向け、春が来たら花を咲かす雑草を見て自
然には、サイクルがあるんだと気づく話しが劇の中にこめられています。
観劇を通して、あっくんと一緒に大冒険をしながら、子どもと一緒に自然について考えてみましょう。
鑑賞料は無料です。みなさんの申込みをお待ちしております。

●お問い合わせ先：西区役所生活環境課　ＴＥＬ：０９２－８９５－７０５４

「いまからいえでにいってきます」
～自然から学ぶ経験～

「西区環境フェスタ2013」「西区環境フェスタ2013」「西区環境フェスタ2013」
～パンダくんのエコな一日～３つのＲでるんるんるん♪

「環境をよくしたい！」という熱い想いで創りあげた市民イベント。
参加してくれたあなたも今日からエコ仲間！

生ごみって
どんな

イメージか
な？生ごみって
どんな

イメージか
な？

大根の皮はまた

堆肥にすればいいね
！大根の皮はまた

堆肥にすればいいね
！

家から持って来た生ごみが堆肥になったよ！

家から持って来た生ごみが堆肥になったよ！

僕たちが作った大根おいしい！

僕たちが作った大根おいしい！

環境学習では、生ごみを使った堆肥の作り方や微生物
のことなど自然が持つ役割を学習しました。
生ごみを触るのも嫌な子どもたちがこれから堆肥化と
野菜作りにチャレンジです！

保護者の方にも協力してもらい、
毎日、家から生ごみを持って来ま
した。段ボールコンポストの中で
微生物の働きによって生ごみが消
えていくことにみんなビックリ！
少しずつ生ごみに対する意識が変
わってきました。できた堆肥は学
校の畑の栄養源です！

野菜の植えつけも子ども達がしました。
きゅうり、ピーマン、二十日大根、大根、
にんじん。
生ごみ堆肥で元気な野菜が採れました！
自分たちが家から持って来た生ごみが堆
肥となり、野菜ができたことに子ども達
はみんな笑顔です！

できた野菜は、家庭科の時間で調理
しました！おでんを作って、保護者
の方と一緒にみんなで食べました。
とっても美味しくて、おかわりの行
列ができました。
もちろん調理くずは、学校で飼育し
ているうさぎのエサや堆肥として再
利用です。

今回の食育学習を通して、児童らの環境意識の変化になることだけでなく、保護者の方々も参加することで
生ごみの減量化・再資源化の取り組みが学校（子ども）から家庭（大人）へと広がることを期待しています。 

市内小学校2校の4年生の授業で「食と環境」学習を実施しました！
家庭でもできる“段ボールコンポスト”を使って生ごみを堆肥にし、学校の畑で野菜を作り、
調理して食べるという生ごみのリサイクルループを子ども達と一緒に実践しました。

（講師：NPO法人循環生活研究所）

劇団風の子九州による演劇

午前の部　１０：３０～１２：００　
午後の部　１３：００～１４：００
募集人数　午前、午後とも各親子６０名

＝申込み方法＝ 往復はがき又はFAX
「鑑賞希望」と明記の上
①参加者氏名（子ども及びその保護者）・年齢②住所③電話・
ＦＡＸ番号④「午前の部」「午後の部」にいずれか、またはどちら
でも可能な場合は、「第１希望・第２希望」を明記してください。
申込み締切３月２日（土）必着分となります。（応募先住所：福
岡市西区今宿青木1043－2）

３
17（日）２回公演

さいとぴあ

イオン福岡伊都店セントラルコート ３月９日（土）には、
イオン福岡伊都店
セントラルコートで
前夜祭もあるよ！

イベント情報！
入場
無料

フリーマーケット出店者募集！
応募方法は4ページ

立派な
野菜が

採れた
よ！立派な
野菜が

採れた
よ！

きたなーい！くさーい！

きたなーい！くさーい！

微生物って
すごいな～！
微生物って
すごいな～！

ちゃんと育つかな～？

ちゃんと育つかな～？

●日時場所：3月10日（日）11:00～16:00　さいとぴあ、イオン福岡伊都店セントラルコート（２会場）
　
　かえっこバザール、フリーマーケット、新聞エコバッグ作り、はぎれで簡単アクセサリー作り、
　竹で遊ぼう！竹で作ろう！、 ふろしきエコバッグ＆キャップからのブローチ作り、
　ステージイベント  など

　おひな様作り、貝のストラップ作り、エコチェックシート、ステージイベント


