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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？

12

2013.

Vol.93

西部 3R ステーション（昨年の冬の景色）

バーチャルウォーターって何？

バーチャルウォーター（仮想水）とは、『食料を輸入している国 ( 消費国 )
において、もしその輸入食料を生産するとしたら、どの程度の水が必要かを
推定したもの』であり、ロンドン大学東洋アフリカ学科名誉教授のアンソニー・
アラン氏がはじめて紹介した概念です。
例えば、1kg のトウモロコシを生産するには、灌漑（かんがい）用水とし
て 1,800 リットル（2L のペットボトルで 900 本）の水が必要です。また、
牛はこうした穀物を大量に消費しながら育つため、牛肉 1kg を生産するには、
トウモロコシを生産する場合の約 20,000 倍もの水が必要です。つまり、日
本は海外から食料を輸入することによって、その生産に必要な分だけ自国の水を使わないで済んでいるのです。言い換え
れば、食料の輸入は、形を変えて水を輸入していることと考えることができます。
日本のカロリーベースの食料自給率は 40% 程度ですから、日本人は海外の水に依存して生きているといえます。つまり、
日本はバーチャルウォーターの輸入を通じて海外とつながっており、海外での水不足や水質汚濁等の水問題は、日本と無
関係ではないのです。
2005 年において、海外から日本に輸入されたバーチャルウォーター量は、約 800 億㎥（※1）であり、その大半は食
料に起因しています。これは、日本国内で使用される年間水使用量と同程度です。
今後、国際化が進み海外生産や日本への輸入量が拡大する中で、海外での水不足が深刻になれば、日本も無関係ではい
られないでしょう。
みなさんも地産地消に目を向けて、地元の野菜などを購入し、間接的な「仮想水」の削減と限りある水資源を大切にし
ましょう。
※東京大学生産技術研究所 沖教授らのグループでは 2000 年のデータをもとに約 640 億㎥という値を算出している。今回の推定値は、
データを 2005 年に更新した上で、木材等新たな産品を追加し、沖教授のご指導を受けて、環境省と特定非営利活動法人日本水フォーラ
ムが算出したものである。

参考 : 環境省 HP

環境ボランティア団体活動紹介
～『5R・フレンズ』編 ～
環境 NPO「5R・フレンズ」の矢部保代 代表にインタビューしました。
●活動の目的は
5R 活動の一環として、主にリユースに着目し、新聞や包装紙を再利用したペーパーフラワーのコサー
ジュの制作普及とその活動を通じた地域の仲間づくりを目的としています。その活動が地球温暖化
防止活動のきっかけづくりに繋がれば良いと思い活動を行っています。
●最近の主な活動は
大学の環境サークルと連携した文化祭や地域のお祭りにワークショップブースを出展したり、小学
校の総合学習教育で体験教室などを行ったりしています。また、今年の春から『国際交流と友好の花』
と題して福岡市在住の留学生などと一緒にペーパーフラワーを制作しながら友好を図ったり、海外
へ留学する日本の学生にペーパーフラワーの作り方を指導して留学先での友達作りのきっかけに役
立ててもらうなどの活動も行っています。
●東日本大震災で被災された子どもさんへの支援を行っているそうですが
被災した子どもさんたちに寄り添う気持ちとして”
心の希望の種”
になるようなことはないかとメンバーで
考え、
「ペーパーフラワーを子どもさんに贈ろう!」ということになり、
「希望の花」と題したプロジェク
トを立ち上げました。2年間で1000個のペーパーフラワーを陸前高田市の小学校などに送る活動を行っ
ています。小学校の子どもさんから「きれい。お出かけするときに、着けていきます。
」
、
「家に帰ってお
母さんに着けてあげたい。
」などと言ったお手紙を頂きました。来年の夏頃には目標の1000個を達成さ
せたいと思います。被災者の方々にとって少しでも心の安らぎとなる「心の希望の種」になってほしいです。
●
『希望の花』プロジェクトのペーパーフラワー作りはメンバーだけで行っているのですか。
活動に賛同してくださる方であればどなたでも参加できるようにしています。（※次回の活
動は下記のとおり）
●国際交流を行っているとのことですが
2012 年 7 月に行われた、地球規模の課題 ( 貧困 , 保健、環境、エネルギー、教育、自然災
害など ) 解決に向けた複製可能なソーシャル・ビジネスモデルの構築を目的とした「ユヌス
SBRC 会議」の日本会議（開催地福岡市）と同年に行われた、バングラデッシュ世界会議の
期間中、創設者であるユヌス博士をはじめパネリストの胸には、パネリストの出身国の国旗
の色彩をイメージして私たちが制作した
「友好フラワー
（ペーパーフラワー）
」
が飾られました。
●今後の活動計画はどのようになっていますか
『希望の花』プロジェクトで被災地に 1000 個のペーパーフラワーを贈って目標を達成した
ら、その活動の区切りとして福岡市内で展示会を行い、人と人のコミュニケーションを広げ
ながら、もの作りを通して 5R 活動を推進してきたいと思っています。

『希望の花』
プロジェクト活動

日時：平成２６年１月２０日（月）午後１時３０分～３時３０分
場所：福岡市立青年センター５Ｆ
（あすみん）
先着２０名程度で無料です。
（締切：平成２６年１月１９日）
《お申込み・お問い合わせ先》
５Ｒ・フレンズ事務局
（ＴＥＬ：０９２－７７１－３９４１ 矢部）まで

画】
【クリスマス企

エコもの作りウィーク開催！

12/7～23まで開催！ すべて無料で参加できます！
（10:00～14:00）
日程は以下のとおり
もの作りをすると“おもちゃのカエルポイント”がもらえるよ !
たくさんポイントをためて、かえっこバザールでおもちゃと交換しよう !
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12/

（土）

・ペットボトルサンタ貯金箱
（申込不要）
・木の枝メモスタンド
（詳細４ページ）

12/

（日）

・キャンディケース
（申込不要）
・松ぼっくりツリー
（詳細４ページ）

10（火）～13（金）
17（火）～20（金）

12/
12/

・紙すきクリスマスメッセージカード作り
（詳細４ページ）
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12/

（土）

・コルクサンタ
（申込不要）
・キーホルダー
（申込不要）
・木の枝メモスタンド
（詳細４ページ）

21

（土）

・コースターほか
（申込不要）
・木の枝メモスタンド
（詳細４ページ）

22

（日）

・ミニツリー、
ミニリースほか
（申込不要）
・木の枝メモスタンド
（詳細４ページ）

23

12/

（祝）

★おもちゃのかえっこバザール★
遊ばなくなったおもちゃを持ってくるとカエル
ポイントがもらえるよ！もらったカエルポイント
で好きなおもちゃと交換しよう！
ゲームをしてもカエルポイントはもらえるか
ら、
おもちゃを持ってこなくても参加できます！
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12/

（日）

・ツリーのオーナメント
（申込不要）
・松ぼっくりツリー
（詳細４ページ）

年末年始 休館日のお知らせ
平成２５年１２月２８日（土）から平成２６年１月３日（金）まで休館致します。
なお、新年は平成２６年１月４日（土）１０時より開館します。

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、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？

3Ｒ実践講座

• 体験コーナー ! •

衣類のリフォーム教室
【全 12 回】

（基本、毎週水曜日）
日時／平成 26 年 1 月 8 日（水）～3 月 26 日（水）
13:00～16:00
場所／ 2 階研修室
定員／ 10 名（抽選）
参加費／ 1,000 円
応募締切／ 12 月 25 日（水）必着
持ってくるもの／
型紙用の紙、筆記用具、
リフォームしたい着物、
洋服、裁縫道具一式、ものさし

毎週開催
水

●時間 10:30～11:30
●定員 10 名／日（先着順）
●申込締切 希望日の 3 日前まで

クリスマス エコもの作りウィーク開催期間
体験講座
（12/7～12/23）

木の枝でメモスタンド作り
土曜日
●時間 10:30～15:30
●定員 6 名／日（先着順）
●申込締切 希望日の前日まで

日時／平成 26 年 1 月 9 日（木）、16 日（木）、23 日（木）
13:00～16:00
場所／ 2 階研修室
定員／ 15 名（抽選）
参加費／ 500 円
応募締切／ 12 月 26 日（木）必着
持ってくるもの／
裁縫道具一式、古着物 2 種類（表布 2 枚分）、
ドミット芯（1m×50cm）、
ゴムテープ（袖口分）

松ぼっくりツリー作り
日曜日
●時間 10:30～15:30
●定員 ６名／日
（先着順）
●申込締切 希望日の前日まで

３

紙すきクリスマスメッセージカード作り

火曜日～金曜日
●時間 10:30～15:30
●定員 6名／日
（先着順）
●申込締切 希望日の前日まで

3R 実践講座の応募方法

生ごみ堆肥相談会

日

ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り

作務衣風リバーシブルジャケット作り【全3 回】

往復ハガキ、
FAX、
又は西部３ R 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。
〒819-0162 福岡市西区今宿青木 1043-2
Fax 092-882-4580

曜

すべて
無料です!

体験コーナーの
申込方法

電話かFAX、
又は西部3Rステーションの２階受付で①体験内容
②住所③氏名④年齢⑤電話番号を必ず明記しお申込ください。

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

西 部３Ｒステーション
ご利用案内

●西鉄バス「三陽高校前」
より徒歩約 2 分

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

ウェブサイト

博多湾

←前原

天神→

生の松原バス停

今宿駅
今宿 IC

三陽高校●

JR 筑肥線

生の松原団地

高崎交差点

捨六町 IC
国道202号線バイパス
三陽高校バス停

福寿園●

西部3Rステーション

総合
西市民
プール
●

URL http://www.fukuoka-seibuplaza.com

福岡市西部3Rステーション

検索

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

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！

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。

