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7月1日、レジ袋有料化がスタートします！

『買い物にはマイバッグ』を暮らしの新しい習慣に！
スーパーやコンビニエンスストア等で商品を入れてもらうプラス

チック製買い物袋、いわゆるレジ袋の有料化が2020年７月１日か
ら、全国一律でスタートします ※。

軽くて丈夫、成形しやすく密閉性も高いプラスチックは機能性の

高い便利な素材として、私たちの生活のあらゆる場面でなくてはな
らない存在です。しかし、その一方で海洋プラスチックごみ問題や

レジ袋有料化をきっかけに
他のプラスチック製品についても
見直してみよう！

資源制約、地球温暖化など、プラスチック製品に関わるさまざまな

●マイボトルを持 参し、ペットボトル
飲料を買う機会を減らす。

2018年6月に発表された国連環境計画（UNEP）の報告書「シン

グルユースプラスチック」によると、日本人1人当たりのプラスチック

●家で食べるためのお弁当やデザート
等を買うときは、使い捨ての箸やス
プーン等を断る。

が「オレンジページくらし予報」が昨年、国内在住の20歳以上の女性

●シャンプーや液体洗剤は、詰め替え
製品を利用する。

このことを知らなかったと回答しています。

●衣類を買うときは、できるだけ綿や
麻、ウール等の天然素材を選ぶ。

考え、ライフスタイルを見直すきっかけとなる第一歩。いまこそ私た

●買い物の際は、エコマークがついた
環境負荷の少ない商品を選ぶ。

環境問題が深刻さを増しています。

容器包装の廃棄量は年間32㎏で、米国に次いで世界第2位。ところ
を対象に「プラスチックごみ」について調査した結果、約8割の人が
レジ袋の有料化は、環境のために自分たちができることは何かを

ちはプラスチックの過剰な使用を控え、賢く利用していかなければ

なりません。暮らしの新しい習慣として、買い物に行くときはぜひマ
イバッグを持参しましょう。次ページではマイバッグとしても使える
便利な風呂敷の活用術を紹介しています。

※プラスチックフイルムの厚さが50マイクロメートル以上のもの・海洋生分解性プラスチックの配合率が100％
のもの・バイオマス素材の配合率が25％以上のものについては、
法令に基づく有料化の対象ではありません。

消費者向けレジ袋有料化
お問い合わせ窓口

☎0570-080180
参考：環境省HP、福岡市HP、オレンジページくらし予報HP

知れば知るほど便利で楽しい !

L e t ' s m a ke i t w i t h Fu r o s h i k i !
７月１日からいよいよレジ袋有料化がスタート。

のカバー、テーブルクロスといったインテリアにも

そこで注目したいのが、日本古来のエコバッグ「風

活用できます。撥水加工のものは雨除けカバーや

呂敷」です。若い人の中には、
「風呂敷なんて使っ

防災グッズにも早変わり。市販の風呂敷だけでな

たことない！」という方も多いと思いますが、一度

く、自分の用途に合わせて好みの布や大きさで自

使えば、その便利さに驚かされます。

分だけの風呂敷を手作りすれば、使うのがより楽し

風呂敷の形は少しだけ縦長のほぼ正方形。ハン

くなりそうです。

カチほどの小さなものから一辺の長さが２ｍを超

今回はレジ袋に代わるエコバッグの作り方を３

えるものまで、大きさはさまざまです。包むものに

つご紹介します。西部３Ｒステーションのホーム

合わせて自由に形を変え、役目を終えれば結び目

ページ（３Rステーションチャンネル）でも動画で

をほどいて四角い布に戻し、畳んでしまうだけ。菓

わかりやすく説明しています。また貸出図書コー

子折り等の箱型はもちろん、ワインや日本酒等の

ナーには風呂敷関連の本も置いているので、ぜひ

瓶包み、またティッシュペーパーの箱やクッション

参考にしてください。

ａ

b
風呂敷

エコバッグの作り方

【エコバッグＡ】

【エコバッグB】

【エコバッグC】

図1のａとｄの角をそれぞれひと
つ結びします。ｂとｃの角を持っ
て、一度ゆるく大きく結び、さら
に輪をつくるように先端に近い
部分を堅く真結びしたら、完成
です。

図1のａとｂの角を持って、一度
ゆるく大きく結び、さらに輪をつ
くるように先端に近い部分を堅
く真結びします。ｃとｄも同様に
結びます。固く結んだ部分を持
ちあげ、形を整えたら完成です。

図1のａとｂの角を持って真結
びします。ｃとｄも同様に結びま
す。ａとｂを結んだ輪にｃとｄの
結び目を通せば完成です。

（ＨＰの動画チャンネル「身近なもので
レジ袋の代わりになるものを作ってみ
よう」
part１で紹介しています）

（ＨＰの動画チャンネル「身近なもので
レジ袋の代わりになるものを作ってみ
よう」
part２で紹介しています）

（ＨＰの動画チャンネル「身近なもので
レジ袋の代わりになるものを作ってみ
よう」
part３で紹介しています）

c

d

90㌢角程度の大きさがあれば、
スーパーの買い物かごにもピッ
タリ。

３Rステーションチャンネル

風呂敷の
基本の結び方
【真結び】
２つの角を２回結ぶ。結んだ角が結び目
に対して縦にならないよう注意。

※縦結びは×

図1

【ひとつ結び】
ひとつの角を単独で結ぶ。

7月 3R実践講座
の

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？

着物から半袖チュニックワンピース作り【全3回】 初 心 者 向け
日時
定員
参加費

令和2年7月2日（木）、9日（木）
、16日（木）
13：00 〜16：00
8名（抽選） 場 所 2階研修室
応募締切 6月20日
500円
（土）必着

持ってくるもの

着物または羽織1枚（ほどいて洗い、アイロンをかけておく）。
90 〜 110㌢ 幅 2㍍ の 布 で も よ い。型 紙 用 紙、定 規、メ
ジャー、紙用・布用はさみ、裁縫道具一式、筆記用具。

※サイドポケット付き

【全3回】
一閑張（いっかんばり）
日時
定員
参加費

令和2年7月3日（金）、10日（金）、17日（金）
13：00 〜16：00
8名（抽選） 場 所 2階研修室
応募締切 6月20日
500円
（土）必着

作品例

持ってくるもの

家にある竹カゴ、ザル、お菓子の空き箱等。カゴや箱に貼る
布（着物地や帯地等もおすすめ）、和紙、書画等の書き損じ
た紙、包装紙等。
※不明な点はお問い合わせください。

応募方法

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、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。

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言以
降、買い物に行く回数を減らすために食材をまとめ買い
をするご家庭が増えています。せっかく買った食材をム
ダにしないためにも、覚えておきたいのが食材ごとの保
存方法。本書は肉や魚、野菜、果物等の生鮮食品はもち
ろん、乾物や加工食品まで、全200アイテムの食材につ
いて、簡単で美味しく長持ちする保存方法を伝授してく
れます。ほんの少しの手間で、違いは一目瞭然。こんな
保存方法があるのか、こんなものまで冷凍できるのか
ひと目でわかる！食品保存事典
島本 美由紀 著

等々、目からうろこの驚きと感動がぎっしりと詰まった
一冊です。

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、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？

お 知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、６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。

6月の体験講座！
牛乳パックで風車

木の枝フォトスタンド

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

すべて無料です！
！

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 5名/日（先着順）
申込 希望日の3日前まで

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

体験講座の申込方法 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
10：30〜14：00
※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。

