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していますか？
蛍光管や乾電池のリサイクル、
皆さんは家庭から出る使用済みの蛍光管や乾電池をどのように処分していますか？
古紙やびん、ペットボトルなどと違って、意外と知られていないのが蛍光管や乾電池のリサ
イクル。燃えないごみとして排出すると埋立処分されてしまいますが、蛍光管・乾電池の回
収ボックスへ持ち込むと、再び蛍光管や断熱材、金属製品等へ再生され、埋立処分するごみ
を減らすことができます。
福岡市では下記の場所に使用済み蛍光管・乾電池の回収ボックスを設置しています。種類
によっては回収できないものもあるので、ルールを守り、正しくリサイクルしましょう。

蛍光管が
リサイクル
されるまで

回収･運搬
専 用 の 容 器 で、
割れないように
リサイクル工場
へ運びます。

破砕･選別

使用済み蛍光管の
回収ボックス

再資源化

蛍光管をガラスと蛍光体、
口 金（ア ル ミ）、鉄 等 の 金
属 類 に 分 別 後、ガ ラ ス を
破砕します。

破砕された原材料は洗浄、乾燥、水銀
分離を行ったあと、蛍光管やガラス製
品、金属・セメントの原材料、精製水銀
などに生まれ変わります。

福岡市の蛍光管・乾電池の回収ルール

蛍光管

乾電池

【回収しているもの】

【回収しているもの】

【回収していないもの】

【回収していないもの】

直管型・環型・電球型の蛍光管
割れた蛍光管・白熱電球・ＬＥＤ蛍光管
※回収していないものは、燃えないごみとして出してください。

※リサイクルに
出すときの注意

福岡市内の
回収場所

マンガン乾電池・アルカリ乾電池
充電式電池・ボタン電池
※回収していないものは、販売店での回収をご利用ください。

・蛍光管の容器、包装紙は回収ボックスに入れず、持ち帰ってください。
・乾電池は絶縁のため、プラス極、マイナス極の両方にテープを貼って出してください。
・事業所から出る蛍光管や乾電池は持ち込めません。産業廃棄物として適正に処理してください。

■市内所在の家電量販店１９ゕ所
ヤマダ電機、ベスト電器、ヨドバシカメラ、
エディオン
（一部店舗のみ）、ビックカメラ、
コジマ × ビックカメラ

◆臨時休館のお知らせ

■東・城南・早良・西区役所
■中央体育館
■入部・西部出張所
■博多・南市民センター （9 時〜 17 時／年末年始は休み）
■臨海・西部３Ｒステーション （10 時〜 17 時／月曜・年末年始は休み）
※参考：福岡市ＨＰ ／ ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会ＨＰ

１０月６日（木）は、西部工場の施設点検による送電停止のため、臨時休館となります。

「生地屋さんで売っていた服地だけが服を作る材料ではないと考えま
たんす

こうり

しょう。あなたの箪笥の中や、疎開してあった行李（※１）の中などに、
きっと眠っている何枚かのきもの。それをほどけば、もう立派な服地を、
あなたはもっているのです。〜中略〜

どんな柄や縞がよいか、どん

なふうに接げばよいか、そうしたところにこそ、おしゃれの楽しさと
美しさが、におうのだと思います」
「暮しの手帖」（暮しの手帖社）の前身、「スタイルブック」（１９４６年夏号）に掲載された記事
の一節にこんな文章があります。
人々の暮らしをより良くするため、この雑誌作りに奮闘するヒロインと周囲の人々を描いたＮＨ
Ｋの朝ドラ「とと姉ちゃん」。物語の中で、主人公が創る雑誌の目玉企画として読者の反響を呼ん
だのが、着物や浴衣をリメイクして作る『直線裁ちの服』です。
戦後、物資もなく、洋服がまだ多くの女性にとって高嶺の花だった時代に、手持ちの着物や反物
から型紙なしで簡単に作れ、しかも着る人の体型を選ばない服づくりの提案は、庶民の暮らしの向
上に大いに貢献しました。さらには空き箱を組み合わせて作る家具の提案など、７０年も前の記事
とは思えないほど、私たちの心にも響く数々の暮らしのヒント。ドラマを見て、
「私も作ってみたい」
と思った方も多いのではないでしょうか？
“簡単に新しい物を買うのではなく、家にある
もので作ろう” というリメイクの魅力は、材料が
限られているからこそ湧いてくるアイデアや工
夫で、世界にひとつだけのオリジナル作品を作
れること。それは現代の環境問題への大きな取
り組みとなっている、ごみ減量・リサイクルの
推進に向けた３Ｒ（リデュース・リユース・リサ
イクル）※２ の考えにも寄り添っています。
３Ｒステーションでは、「衣類のリフォーム教
室」「パッチワーク教室」をはじめ、家庭で眠っ
ている着物や洋服を再利用して洋服や小物を作
る、さ ま ざ ま な リ メ イ ク 講 座（３Ｒ実 践 講 座）
を企画、実施しています。興味のある方はぜひ、
着物や浴衣の直線を活かしてリメイクした
Ｐ３のインタビュー記事とＰ４の講座・イベン
ワンピースやチュニック（３Ｒ実践講座 講師見本作品）
ト情報をご覧ください。
※１
※２

こうり

かご

行李…竹や柳の枝で編んだ籠の一種で、主に衣類を収納したり、運ぶときに用いたもの。
３Ｒ…ごみ減量の合言葉。リデュース（ごみを減らそう）→ リユース（くりかえし使おう）→ リサイクル
（資源として再利用しよう）の順番で取り組み、地球環境にやさしい循環型の社会を創ること。

日々の暮らしを豊かにする楽しみを見つけにきませんか？
３Ｒ実践講座「衣類のリフォーム教室」講師

眞𡽶法子さん

小さい時から手芸が大好きで、２０歳の頃には洋裁学校に通
い、結婚後は自宅で近所の人たちを集めて洋裁教室をしたり、
百貨店で洋服のお直しの仕事した経験もあるという眞𡽶さん。
そんな豊富な知識と体験を活かし、講座では型紙にとらわれな
い、簡単でおしゃれなリメイク術を教えてもらえると、受講生
に大好評です。講師として今年で６年目。いつも朗らかで気さ
くなお人柄も魅力的な眞𡽶さんにお話を伺いました。

Ｑ．衣類のリフォームの魅力は何ですか？
A． こちらで第１回講師養成講座を受けたとき、目からウロコだったのが、手持ちの古い衣類を

活かした“リメイク”という方法です。それまでやっていた洋裁では、布は買うのが当たり前だっ
たから、あるもので何とかしようという発想が新鮮でしたね。以前から、普段の生活の中で「も
のを無駄にしない」ということは意識していましたが、養成講座に出会ったことでその気持ち
は倍増したと思います。洋裁学校ではないので、きちんと型紙を取って作ることにはこだわっ
ていません。むしろ、手持ちの服を自由な発想と簡単な技術で生まれ変わらせることが、この
講座の楽しさだと思います。

Ｑ．講師としてやりがいを感じるのはどんなときですか？
A． やはり、受講生の皆さんの気に入った作品が出来て、喜んでいただけたときです。講座に来

られる方を見ていても、最近は若い人に「ものを大切にしよう」という気持ちが浸透してきて
いる気がして、いいなあと思うし、そのお手伝いができるのはうれしいですね。
私自身、いい指導者に巡り合えたおかげで今があるわけですから、出会いは大切にしたいです。
それに私の方が受講生から教えてもらうこともたくさんあります。

Ｑ．講義のとき、心がけていることはありますか？
A． 以前、百貨店で洋服のお直しの仕事をしていたとき、お

客様ひとりひとり価値観が違うことを実感しました。だか
ら講座でも、できるだけ相手の希望を聞いて、直したいも
のに近づけるよう考えます。ときには無理なこともありま
すが、そんな場合は固定観念を捨ててみると、思いがけな
いアイデアから素敵なリメイク作品が出来上がることがよ
くあります。

Ｑ．これから受講される方へメッセージをお願いします。
A． 今あるものから新しい物を作る楽しさをぜひ味わってほ
白いカッターシャツをお気に入りのカフェカーテ
ン生地と合わせてリメイクしたブラウスを着て。
（着物地で作ったワンピースやジーンズで作った
バッグなど、受講生に人気の作品といっしょに）

しいですね。この講座が、皆さんの毎日の暮らしを豊かに
するきっかけになればいいなと思います。

取材を終えて…

リメイク後に出る小さな端切れまで、とことん活用したいとの思いから、市内の「まち
づくり館」などで「つるし飾り」の手芸教室も行っているという眞𡽶さん。また健康維
持のために続けている水泳は、１年３６５㎞を目標にもう１５年以上続けているそうで
す。これと思ったら、とことん理想を追求する姿勢は、ぜひお手本にしたいものです。
※眞𡽶さんの「衣類のリフォーム教室」第３期受講生募集の案内はＰ４に掲載しています。

「衣類のリフォーム教室」にて

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。

１０月の「３Ｒ実践講座」

生ごみ堆肥を使うプランター菜園 【全３回】

｝

日時／平成２８年１０月７日
（金）
、
１４日
（金）
、
２１日
（金）
１３：００〜１６：００
定員／１５名（抽選）
参加費／５００円
応募締切／９月２４日（土）必着
持ってくるもの／ズボン（ジーンズでも可・ほどかずにその
ままで）
１本、
裏布
（シャツでも可）
１１０㎝ ×６０㎝、
接着芯
１００㎝ ×６０㎝、アップリケ用の端切れ
（１５㎝ ×１５㎝）
４〜５枚、
定規、
布用はさみ、
筆記用具・裁縫道具一式。

日時／第１回：平成２８年１０月８日（土）
第２回：平成２８年１１月５日（土） いずれも１０:３０〜１２:００
第３回：平成２８年１２月３日（土）
定員／１５名（抽選）
参加費／３００円
応募締切／９月２４日（土）必着
持ってくるもの／筆記用具
講座内容／第１回：基礎編…生ごみ堆肥（ダンボールコンポスト）の作り方を学
ぶ。※受講者に基材セットを配布。 第２回：フォローアップ編…実践後の問題
点等について、解決策を学ぶ。 第３回：実践編…堆肥の利用方法をプランター
菜園作りの実践を通して学ぶ。※プランターは受講者が持参。

衣類のリフォーム教室 【全１２回】

着物で基本のベスト 【全３回】

ズボンでワンハンドルバッグ 【全３回】

日時／平成２８年１０月１２日
（水）
〜１２月２１日
（水）
原則毎週水曜日 １３:００〜１６:００
定員／１０名（抽選）
参加費／１０００円
応募締切／９月２９日（木）必着
持ってくるもの／リフォームしたい洋服や着物、型紙用紙
（模造紙など）、裁縫道具一式、ものさし、筆記用具

日時／平成２８年１０月１３日
（木）
、
２０日
（木）
、
２７日
（木）１３:００〜１６:００
定員／１５名（抽選）
参加費／５００円
応募締切／９月２９日（木）必着
持ってくるもの／表用布
（着物１枚）
、裏用布
（着物裏地、または洋服用裏地約９０㎝
幅 ×１．
５m）
、接着芯約９０㎝幅 ×１m、型紙用紙、ボタン
（直径１．
６㎝〜２．
０㎝）
×４〜５個、
ものさし、
メジャーを含む裁縫道具一式、
はさみ
（布用と紙用）
、
筆記用具

【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。

体験コーナー!
eco でおしゃれな
トイレット ペーパーの芯で 身近なもので万華鏡

マグネットインテリア

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

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

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

メッセージ・チャーム
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 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

すべて無料です！
！

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

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】10名/日(先着順）
【申込】希望日の３日
前まで

電話かFAX、又は西部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下さい。

ダンボールコンポスト講習会

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。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

祝日フリーマーケット出店者募集
日時／平成２８年１０月１０日（祝・月）１０：００〜１４：００
場所／西部３Ｒステーション １階ピロティ
区画／１６区画（抽選） ※少雨決行

10 月のフリーマーケット

出店無料！

応募資格／市内在住、または市内に通勤・通学する２０歳以上の人
（販売業者でない方）
締切／平成２８年９月２４日
（土）（必着）

往復はがき、またはＦＡＸで「１０月祝日のフリーマーケット希望」とご記入のうえ、住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、ご応募ください。
博多湾

西 部 3 R ス テ ー ション ご 利用案内

←前原

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）
T E L ：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
お問い合せ

公益財団法人 ふくおか環境財団
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

天神→

生の松原バス停

今宿駅
今宿IC

JR 筑肥線
生の松原団地

高崎交差点

捨六町IC
三陽高校

三陽高校バス停

国道202号線バイパス

福寿園

総合
西市民
プール

西部3Rステーション
●西鉄バス「三陽高校前」より徒歩約 2 分
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。

