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　レジ袋有料化から１か月が過ぎました。多少の不便
さは感じつつも、「マイバッグでお買い物」が徐々に暮
らしの習慣になってきたのではないでしょうか。
　すでに地球規模の課題となっている海洋プラスチッ
クごみ問題ですが、レジ袋と並んで注目されているの
がプラスチック製のストローです。
　米国のNGO団体『Ocean Conservancy』が主催
する世界最大規模の「国際海岸クリーンナップキャン
ペーン」で集計されたデータによると、海に流出するプ
ラスチックごみのうち、ストローが占める割合は６％。
数字だけを見るとわずかと思われるかもしれません
が、数あるプラスチックごみの中で７番目に多いという
結果が出ています（※）。
　ストローのような小さなプラスチック製品は、その

※参考：building a clean swell 2018 report

生ごみ堆肥ですくすくと生育中！ヘチマのグリーンカーテン

微妙なサイズゆえにリユースやリサイクルが難しく、回
収ルートも整備されていません。その結果、大部分が
ごみとなり、その一部が海に流されてマイクロプラス
チックと化し、海の環境に深刻な影響を与えているの
です。
　コンビニやファストフード店等で当たり前にもらって
いるストローですが、小さな子どもや障害のある人を
除き、ほとんどの人は使わなくても済ますことができま
す。ここ数年、スターバックスやすかいらーくグループ
等、プラスチック製ストローの使用を廃止する企業も
増えてきました。必要のない方はぜひ「ストローは要
りません！」のひと言を伝えましょう！それでも「やっ
ぱりストローは使いたい」という方は、環境にやさしい
マイストロー習慣を始めてはいかがですか？

マイバッグ、マイボトルの次は、マイストロー習慣 始めましょう！

プラスチック製でないストローは１００均でも購入できるので、気軽に始められます。
素材は主に紙、アルミやステンレス等の金属、シリコンの３種類。
それぞれに特徴があるので、自分に合った素材を選びましょう。

プラスチック製の
ストローをやめて

みませんか？

素材で選ぶ

“マイストロー

紙  製 金属製 シリコン

安価で洗う手間がないので、外出
先やパーティー等に活躍しそうで
す。ただ１０分以上飲み物に浸け
ておくと柔らかくなって、紙の匂
いが強くなるため、長時間の使用
には適しません。

口当たりも柔らかく、折りたため
るので持ち運びも楽。カラーバリ
エーションも豊富で家族で色分け
するのにおすすめです。

素材はアルミやステンレス、チタンなど。金属
製なので飲み物の冷たさがストローに伝わり、
今の季節にぴったり。丈夫で、衛生的に使える
ので人気も高いようです。ただ口当たりが硬い
ので、慣れるまでは少し違和感があり、小さい
お子さんには不向きかもしれません。



あなたのご家庭に食べきれずに余っている未使用の食品はありません

か？西部３Ｒステーションでは「フードドライブ」を開催中です。ご提供

いただいた食品は「特定非営利活動法人フードバンク福岡」を通じて、

子ども食堂や福祉施設など食べ物を必要としている方々へ無償で配布

されます。ご提供いただく食品は１点から大歓迎。これまで寄付の方法

がわからず捨てていた食品を持ち寄り、支援の輪を広げましょう。

毎日１０：００～１６：００※休館日を除く

西部３Ｒステーション２階受付

未使用・未開封のもの※賞味期限まで１か月以上ある、

常温保存可能なものに限ります。

スーパーの特売で多めに買った肉や野菜などの食材、
食べきれずに冷蔵庫の中でダメになってしまった経験はありませんか。

でも冷蔵庫に入れる前にひと手間かけるだけで、美味しく長持ちできるんです！
正しく保存するための一番のポイントは、新鮮なうちに処理すること。

買い物から帰ったら、何はさておき実践してみましょう！

ひと手間かければこんなに長持ち！知らないと損をする食品保存術！

パックから出し、ドリップ等の
水分をペーパータオルで拭き取る。
ドリップと呼ばれる肉の内部から出てくる
赤い血のような液体は、そのまま冷凍する
と臭みや傷みの原因になります。購入後は
すぐにパックから出してドリップ吸収シー
トを取り除き、ペーパータオルで表面の水
分をきちんと拭き取りましょう。

ペーパータオルで包んで、さらに
ラップで包み、保存袋に入れる。
保存袋に入れるときはしっかりと空気を抜
いて密閉し、チルド室かパーシャル室へ。
上に保冷剤をのせるとさらに鮮度がキー
プできます。フタ付きの保存容器は空気が
入ってしまうのでＮＧです。

塩や酢などで下味をつけると、
美味しさ長持ち。
調味料に含まれる塩や酢、アルコールが雑
菌の繁殖を抑えてくれると同時に、調味料
が浸透するため肉が柔らかくジューシーに
なります。

氷膜を付けて冷凍すると
さらに美味しさをキープ。
生肉を美味しく長持ちさせるには、氷水に
くぐらせてからラップに包んで冷凍用保存
袋で密閉保存。肉の表面についたグレーズ
と呼ばれる氷の膜が乾燥・酸化防止の役
目を果たしてくれます。

冷凍庫での保存は
急速冷凍がベスト
美味しく冷凍するには必ず急速冷凍室へ。
なければ金属製のトレイに入れて冷凍しま
しょう。

調味料で下味をつけて、
におい移りや冷凍焼けを防ぐ。
冷蔵と同様、調味料で下味をつけることで
乾燥や酸化を防げるだけでなく、冷凍庫内
で他の食材からのにおい移りや、冷凍焼け
を防ぐことができ、解凍後の調理もグンと
楽になります。

冷蔵するときの基本冷蔵するときの基本

冷凍するときの基本冷凍するときの基本

肉編

「フードドライブ」開催中!!「フードドライブ」開催中!!

日　　時

場　　所

対象食品

参考資料：ひと目でわかる！食品保存事典（講談社）
　　　    ・食品の保存テク（朝日新聞出版）

ご家庭で
余っている食品を
ご提供ください！

ご家庭で
余っている食品を
ご提供ください！

　セールでまとめ買いすることの多い肉類。購入後、鶏肉は冷蔵庫で1～2日、パーシャル室で1～2
週間、豚・牛肉は冷蔵庫で2～3日、パーシャル室で1～2週間程度で使い切りましょう。すぐに使わ
ないときは購入後すぐに冷凍保存を心掛けて。冷凍後は3週間程度を目安に、なるべく早く使い切
りましょう。長く冷凍すると酸化や乾燥がすすみ、美味しさが保てません。

Step １ Step 2 Step 3

Step １ Step 2 Step 3



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。応募方法

①講座名②住所③氏名④年齢を明記し、下記までメールでご応募ください。当選者には詳細をご案内いたします。
西部３Ｒステーション E-mail:recycle@fukuoka-seibuplaza.com応募方法：

オンライン講座

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？ 

日 時 令和2年8月22日（土）、9月11日（金）
10：00～ 12：00
西部３Ｒステーション

講 師

応募締切

場 所

コンポストで楽しい循環生活

NPO法人循環生活研究所
定 員 各日8名 参加料 無料

日 時 令和2年8月23日（日）、9月6日（日） 10：00～13：00
場 所

講 師

～オリジナルフォトフレームを作ろう～ 

参加料

応募締切 8月23日（日）実施分／8月15日（土）必着
9月6日（日）実施分／8月30日（日）必着

8月22日（土）実施分
　　　　／8月15日（土）必着
9月11日（金）実施分
　　　　／9月3日（木）必着

一般社団法人 ふくおかFUN
定 員 小学生と保護者　各日5組

無料

※小雨決行保健環境研究所 2階会議室
（福岡市中央区地行浜2丁目1-34）

　近年、世界中で問題となっている海洋プラスチックごみ問題。私た
ちの身近な博多湾も例外ではありません。きれいな博多湾を次世代
に残すため、実際に海岸を観察しながら、打ち上げられた漂着物から
親子で環境問題を考えてみませんか？海辺で拾い集めた漂着物や貝
殻などを使ったフォトフレーム作りも楽しいですよ。

　初めての人でも、楽しく簡単にできる生ごみ
コンポストの作り方を学びます。

Zoomを利用して、初心者でも簡単にできるダンボールコンポストの作り方を学ぶオンライン講座。

9月9月の3R実践講座の3R実践講座

水筒、タオル、帽子、筆記用具、雨具（雨天の場合）
※当日は海辺での観察を行いますので、汚れてもよい服装（長袖、長ズ
　ボン、運動靴）でご参加ください。

持ってくるもの持ってくるもの

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
㌢幅×3㍍程度が必要。型紙用紙、
メジャー、ものさし、紙用・布用は
さみ、裁縫道具一式、筆記用具。

持ってくるもの持ってくるもの

着物1枚（ほどいて洗い、アイ
ロンをかけておく）。90㌢幅
×2.5㍍の布でもよい。ボタ
ン:直径2㌢以上を2～４個、型
紙用紙、定規、紙用・布用はさ
み、裁縫道具一式、筆記用具。

持ってくるもの持ってくるもの

30㌢×40㌢程度の布：2種類(ブロード程度の厚み
の綿生地。伸縮性のある布は不向き)。長さ30㌢
のファスナー（布の色に合うもの。玉付きファスナー
がおすすめ)。バイアステープ:広幅(18㍉)のワイド
バイアス約６０㌢(共布で作ってもよい)。型紙用
紙、定規、紙用・布用はさみ、裁縫道具一式、筆記用

持ってくるもの持ってくるもの

着物から作務衣上下（裏付き）作り【全4回】
日 時 令和2年9月3日（木）、10日（木）、17日（木）、24日（木）

13：00～16：00
8名（抽選）
500円

2階研修室
8月21日（金）必着参加費

2階研修室

場 所
応募締切

定 員

日 時 令和2年8月29日（土）　10：00～11：30
講 師 NPO法人循環生活研究所

Zoomを使用できる方。先着20名
無料 8月27日（木）15：00まで（定員に達し次第締め切ります）。参加費 応募締切

参加条件定 員

日 時 令和2年9月11日（金）、18日（金）、25日（金）
13：00～16：00
8名（抽選）
500円 8月28日（金）必着参加費

2階研修室

場 所
応募締切

定 員

日 時 令和2年9月12日（土）、19日（土）
13：00～16：00
8名（抽選）
500円 8月28日（金）必着参加費

場 所
応募締切

定 員

直線裁ちのフード付きジャケット作り【全3回】

立てて使えるペンケース作り【全2回】

初心者向け

コンポストで始める循環生活～ダンボールコンポスト～

海辺の宝
探し



10:00-17:00
（衣類の持ち込みは16：00まで）

福岡市西部３Rステーション 検索

公益財団法人 ふくおか環境財団編集・発行／ 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。

http:/ /www.fukuoka-seibuplaza.com

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/

西部３R
ステーション

博多駅
天神方面姪浜駅

西鉄バス 地下鉄

西鉄バス

開館
時間

月曜日
（休日の場合は開館し、次の平日休館）

休館
日

092-882-3190 092-882-4580

福岡市西部３Rステーション
バ
ス
で

お
越
し
の
方

〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043番地の2

TEL FAX

博多湾

天神→
高崎交差点

福寿園 総合西市民
プール

西区役所

←前原

三陽高校バス停

生の松原
団地南
バス停

今宿IC

捨六町IC

国道202号線
バイパス
国道202号線
バイパス

下山門駅

姪浜駅
JR筑肥線

福岡市営
地下鉄

三陽高校 福重 JCT

202202

560560

西部３Rステーション

ツイッターを
始めました

西部３Ｒステーション　講座・イベント情報 

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

■ふくおか環境倶楽部主催
　日時／毎月第2・第4土曜日
　　　　13：00～16：00

生ごみの堆肥化でお困りの方は何でも相談ください。生ごみ堆肥相談会

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、８～９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。

体験講座の申込方法 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
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。

8月の体験講座！ すべて無料です！！

牛乳パックで風車 木の枝フォトスタンド

申込

所要時間30分程度
毎日 10：30～15：30

随時 申込

所要時間30分程度
毎日 10：30～15：30

随時

ハーブ入りリサイクル
せっけん作り
水曜日

申込

定員

10：30～11：30
5名/日（先着順）
希望日の3日前まで

かざ ぐるま
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