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３Ｒステーションの春景色

さあ、今日から始めよう！生ごみダイエット
福岡市の家庭から出される「燃えるごみ」のうち、約 3 割を占める生ごみ。これは主に毎日の生活の中で捨てら
れる野菜くずやお茶殻など、台所から出るものです。
生ごみはその約 70％が水分。水分の多い生ごみは焼却炉の温度を下げ、焼却にかかる費用（燃料代）を増大さ
せてしまいます。そんな生ごみを少しでも減らすことが、私たちが家庭でできる環境活動の第一歩。焼却費用の
軽減のためにも、今日から私たち一人一人が生ごみの減量を意識し、実行しましょう。

生ごみを減らすための３か条
①食品の「買い過ぎ」と「作りすぎ」はやめよう
スーパーのチラシにつられて、つい必要以上の買い物をしたり、作りすぎた料理を食べきれずに
捨ててしまったりという経験は誰にもあるもの。でも、こうした「買い過ぎ」や「作りすぎ」はお金を
無駄にするだけでなく、生ごみを増やすことにつながります。
冷蔵庫の扉にメモを貼るなどして、買い置きの食品やその賞味期限などをこまめにチェックし、
買い物に行くときはそのメモをもとに、必要なものを必要な分だけ買うように心がけましょう。

②生ごみはしっかり水切りしよう
濡れた野菜くずやお茶殻など、水分を多く含んだ生ごみは捨てる前に手でギュッとしぼるだけ
で減量につながります。水切りネットなどを使って生ごみを出す際の習慣にしましょう。

③生ごみは捨てずにリサイクルしよう
生ごみというと“厄介なもの”と考えがちですが、発想を変えるとそ
れは美味しい野菜やきれいな花を育ててくれる安全で経済的な堆肥のも
ととなります。生ごみを土に還す畑がない人も、ダンボール箱を使って
手軽に生ごみを堆肥化することができます。
3R ステーションでは定期的に生ごみ堆肥相談会やダンボールコンポス
ト講習会を実施しています。
興味のある方はどうぞ気軽にご参加ください。
※詳細は最終面の講座・イベント情報でご確認ください。

生ごみ堆肥づくり定期講習会の様子

春から始まった新・講座が“かわいい”と大好評！

あなたはもう体験しましたか？
この春から、２階の体験学習コーナーで体験できる講座に、新メニューが加わりました。トイレット
ペーパーの芯や食品トレイ、牛乳パックなどの不用品がかわいい雑貨やインテリア小物に大変身！ど
れも 30 分程度で簡単に作れるものばかりです。ぜひ、ご家族で体験してください。

★トイレットペーパーの芯で
ふわふわウサギ
トイレットペーパーの
芯と余り布や折り紙で
作るかわいいウサギ
ちゃん。化繊綿でつくっ
た顔が本当にフワッフ
ワ！思 わ ず 頬 ず り し た
くなるような愛らしさ
です。

★ecoでおしゃれな
マグネットインテリア

★身近なもので万華鏡
お じ い ち ゃ ん、お ば あ
ちゃんから小さな子ど
もまで、家族みんなで楽
しめる万華鏡。トイレッ
トペーパーの芯をベー
スに、キッチンにあるア
ルミ箔やビニール袋、色
とりどりのセロファン
紙やビーズなど、身近な
素材を使って世界にひ
とつ、自分だけの万華鏡
を作りましょう！

★メッセージ☆チャーム
牛乳パックの底部分
を利用して作るメッ
セージ☆チャーム。家
族やお友達へのプレ
ゼントに添えるメッ
セージが、こんなかわ
いいチャームに入っ
ていたらきっと喜ば
れますね。

発泡スチロール製の食
品トレイを土台に、余っ
た 布 や リ ボ ン、毛 糸、ボ
タンなどを飾りつけて
作るマグネット。可愛い
だけじゃなく、実用性も
抜群ですよ！

重曹・酢・せっけんを使ったエコ楽おそうじ術

食品としてもおなじみの重曹や酢、環境負荷が少ないせっけんを組み合わせたエコで簡単なおそうじ
術をご紹介します。好みのアロマオイルを加えたり、着なくなったＴシャツや余った毛糸で自分だけ
のおそうじグッズを作って、毎日の家掃除を楽しみましょう。

キッチン編①
シンク・蛇口・排水口

シンクに付いた食器の油汚れや水垢には、重曹の研磨作用が効果大。重曹パウ
ダーをシンクの内側に振りかけ、
湿らせた柔らかいスポンジで磨いてから水で流
します。
さらにビネガー
（酢）
水をスプレーして、
布でふきとっておくと、
石けんカ
スのこびりつきやぬめり防止になります。
蛇口に付いた頑固な水垢にはビネガー
水を含ませたキッチンペーパーで 2～3 時間パック。
細かい部分の汚れは重曹パウ
ダーと古歯ブラシで磨きましょう。
最後は水で洗い流し、
乾拭きして仕上げます。

酢の種類 :

【排水口のスペシャルケア】
排水口の汚れは、排水の流れを悪くしたり、悪臭の原因に。月に一度は重
曹と酢を使ったスペシャルケアを習慣にしましょう。
①ごみ受けをはずし、重曹１カップを排水口にふりかけます。
②酢１カップを電子レンジまたは鍋で 40℃くらいに温め、
排水口の重曹
にゆっくりと注ぎます
（注いだ瞬間からシュワシュワと泡が立ちます）。
③そのまま２時間以上おき、お湯で流します。一晩おいて翌朝すすいでも
OK。
泡が汚れに絡みつき、臭いやぬめりのもとを落としてくれます。

一般的な食酢（米酢・穀物酢など）。匂い
が気になる場合、無臭のクエン酸を使う
方法もあります。

ビネガー水の作り方：

酢を2～3倍の水で薄め、
よく混ぜれば出
来上がり。
使用するアロマオイルは柑橘系
のさわやかな香りと抗菌・殺菌・消毒作
用のあるグレープフルーツがおすすめ。
※酢は塩素系の洗剤と混ざると有害ガス
が発生して危険です！

パッチワークの技とセンスが光る
リフォーム小物作り ３Ｒ実践講座講師

安武 幸子さん

いつもにこやかで気さくなお人柄と、初心者でも取り組
みやすい作品の提案で、受講生に人気の安武幸子さん。ク
ローゼットで眠っているご主人のズボンやカッターシャツ、
はけなくなったジーンズなどが、安武さんの手にかかると
パッチワークの技法を取り入れたおしゃれな小物に大変身。
今回はそんな安武さんにお話を伺いました。
Ｑ．衣類のリフォームを始めたきっかけはなんですか？
Ａ．着なくなった衣類が形を変えて活用できるのであれば、
その方法をぜひ習いたいと思い、退職後、3R ステーショ
ンの講座に応募したのがきっかけです。長年パッチワー
クをやってきましたが、どちらかといえばミシンは苦手。
でも、初めてのリフォーム教室でお気に入りだったロングスカー
トを「チュニックにできれば」と言った私のひと言で、先生が型
紙も置かず、スカートにザクザクとはさみを入れたんです。
「はい、
ここを縫って」と言われるままに縫ったら、今着ているこのチュ
ニックができました。これが私のリフォーム作品第１号。まさに「目
からうろこ」の体験で、以来すっかりリフォームにはまってしま
いました。
Ｑ．安武さんにとって衣類のリフォームの魅力は？
Ａ．パッチワークは一つの作品を作り上げるのに手間や根気がいりま
すが、リフォームだと比較的短時間で仕上がるのがいいですね。
しかもそれがお気に入りや思い出のある服から作れるというのが
最大の魅力です。
ウールのズボン等をリフォームした
Ｑ．講座のテーマを考えるとき、気をつけていることはありますか？
紳士用ベストとパッチワークのバッグ
Ａ．自分の個性であるパッチワークとの融合を基本に、初心者の方で
も興味をもって取り組みやすい作品を心がけています。苦労して出来上がった作品を喜んでもらえる
と、講師冥利につきます。皆さんにはいろいろな先生の講座を受けて、作品の幅を広げ、独自の作品
を作ることにもぜひ挑戦していただきたいですね。

Ｑ．今後やってみたいことはありますか？
Ａ．時間が出来たらもっと洋裁の勉強をして、いろいろな講座や作品の販売にも挑戦してみたいです。そ
して無理をせず、好きなことをして、いつも笑って過ごした
いですね。私が楽しければ、生徒さんにもその楽しさが伝わ
ると思うんです。現在、同居している義母の介護をしていま
すが、こうして大好きな針仕事やお菓子作りをしたり、健康
のために夫とテニスをしたりと、自分の時間も大切にしてい
ます。いま毎日がとても幸せですね。

カッターシャツから作ったクッションカバーと
応用編のキルトカバー

今回の取材のために、初めてのリフォーム作品を着てきて
くださった安武さん。この日見せていただいた作品にも、古
着から取ったボタンを並べたり、柄に合わせて刺繍を施した
り、ちょっとしたひと手間に安武さんのセンスが光っていま
した。

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？

3R実践講座
• 浴衣で湯あがりワンピース【全４回】
日時／平成28年５月６日(金)、
13日(金)、
20日
（金）
、
27日
（金）
13:00 ～ 16:00
場所／研修室 定員／ 15 名
（抽選）
参加費／ 500 円
応募締切／4月26日
（火）
必着
持ってくるもの／浴衣（ほどい
て、洗ったも の）1枚、50 ㎝ の
ファスナー１本、のび止めテー
プ(1.5 ㎝ 幅 )×120 ㎝、薄手の
接着芯 (衿ぐり身返し用 )、50
㎝ものさし、裁縫道具一式、型
紙用紙、
筆記用具

応募方法

• 古い着物で七宝まりとお手玉作り
【全2回】

• ベランダ菜園に使える
生ごみ堆肥作り
日時／平成 28 年 5月14日( 土 )10:30～12:00
場所／研修室 定員／ 20 名
（抽選）
参加費／ 300 円
（基材代込）
応募締切／ 5月7日
（土）
持ってくるもの／なし

日時／平成 28 年 5月12日（木）、26 日（木）
13:00～16:00
場所／研修室 定員／ 15 名
（抽選）
参加費／ 500 円
応募締切／4月26日
（火）
必着
持ってくるもの／お手玉用
の木綿布(約20㎝×30㎝)
柄 物と、無 地 各１枚、化 繊
綿100g、型 紙 用 厚 紙 20
㎝×30 ㎝１枚、手 縫 い 糸
（あれば淡いピンクか生成
り）
、
裁縫道具一式

往復ハガキ、
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。

体 験 コ ー ナー！
トイレットペーパーの芯で
ふわふわウサギ
毎日 10:30～15:00
所要時間30分程度
【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

ボタン ｄｅ スタンプ

毎日 10:30～15:00
所要時間30分程度
【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

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
【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

身近なもので万華鏡

裂き織り体験！コースター作り

毎日 10:30～15:00
所要時間30分程度
【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

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
【定員】6名/日（先着順）
【申込】前日まで

すべて無料です

毎週開催

毎日 10:30～15:00
所要時間60分程度
【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

メッセージ・チャーム

ハーブ入り “リサイクル” 石けん作り

毎日 10:30～15:00
所要時間30分程度
【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

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

電話かFAX、
または西部３Rステーションの２階受付で

【体験コーナーの申込方法】 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、お申込みください。
生ごみ堆肥相談会

祝日フリーマーケット出店者募集！

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
●NPO法人循環生活研究所主催
日時／毎週土曜日 13：00～16：00 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 参加費／無料
事前申込／不要 ＊基材･テキスト購入可

日時／平成28年5月5日（祝・木）
出店料
10:00～14：00
場所／西部3Rステーション １階ピロティ 無料！
区画／16区画（抽選） ※少雨決行
応募資格／市内在住、または市内に通勤・通学する
20歳以上の方（販売業者を除く）
締切／平成28年4月23日（土）
（必着）
●往復はがき（1人1枚）、またはＦＡＸで、
「 5月祝日のフリー
マーケット希望」と記入のうえ、住所、年齢、電話番号を明
記してご応募ください。

西部3Rステーション ご利用案内
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）
TEL：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 公益財団法人 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 1043－2 TEL：882－3190 FAX：882－4580
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生の松原団地

天神→
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福寿園●

西部3Rステーション

総合
西市民
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●

●西鉄バス「三陽高校前」より徒歩約 2 分
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