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　日本気象協会によると、今年の夏の気温は、全国
的に平年並みか高い予想。そのうえ新型コロナウ
イルスの感染予防に欠かせないマスク着用の影響
で、例年以上に熱中症のリスクが高まると予測され
ています。
　通常、人は春から初夏にかけて屋外で日光に当た
ることで徐々に体を暑さに慣れさせ、夏の高温に備
えます。ところが今年は春先から外出自粛の生活
が続いたため、暑さに慣れる機会が奪われ、さらに
運動不足による体力そのものの低下も懸念されて
います。マスクの着用は吐く息の熱を外に発散で
きずに体内にため込むため、体温も上がりがち。屋
外ではできるだけマスクを外したいけど、人との距
離も心配です。いずれにせよ、いつもの夏とは違う
熱中症対策が求められているのです。
　そこで夏の外出時の必須アイテムとして、男女問
わずおすすめしたいのが日傘。環境省でも、帽子の
みをかぶった場合に比べ、日射を99％以上カットす
る日傘を差した場合、汗の量が約17％減るとし、熱
※ソーシャルディスタンス（social distance）：公衆衛生戦略を表す用語で、疾病の感染拡大を防ぐため、意図的に人と人との物理的距離を保つことを意味します。

生ごみ堆肥で育てたパッションフルーツの花

熱中症対策＆ソーシャルディスタンス！
日傘で

中症対策として日傘の使用を推奨しています。
　また今年は新型コロナウイルス感染予防のため
のソーシャルディスタンスの方法としても大注目。
日傘の半径は約50㌢あり、差せば相手に失礼なく１
ｍほどの距離を保つことができます。さらに互いに
日傘を差して横に並べば、自然と2ｍ程度離れるこ
とができるというわけです。
　日傘には紫外線をカットする「遮光」効果だけで
なく、熱をさえぎる「遮熱」効果のある商品も多く、
その実用性から男性の利用者も徐々に増えてきまし
た。主流はビジネスバッグに入れて携帯できる折り
畳みタイプ。急な雨にも便利な晴雨兼用傘など、機
能性の高い商品も数多く販売されています。
　女性はもちろん、これまで日傘
の使用に抵抗のあった男性の皆
さんも、この夏は熱中症＆ソー
シャルディスタンス対策として、
日傘デビューしてみませんか？

こと
しの
夏は男女問わず



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！

ヘタやガクが濃い緑色
で、皮に張りがあり、重
みのあるものを選びま
す。花落ち（ヘタの反対
側）部分に白い筋が入っ
ているものは糖度が高く
おすすめ。

　　　１個ずつラップで包

み、ヘタを下向きに保存袋に

入れる。

　　　丸ごとの場合は、ヘタ

を取ってラップで包み、ヘタ側

を下にして冷凍用保存袋に入

れる。刻んで保存する場合は

粗みじんに切り、冷凍用保存

袋に入れて平らにして保存。

※使うときは凍ったままか、自

然解凍で。

緑色が濃く、でこぼこと
した表面が密集して剥
がれないもの。表面に
つやがあり、重いものを
選びます。

　　　縦半分に切って、傷み

やすい種とワタを取り、切り口

にペーパータオルをかぶせ、

ラップで包む。切り口を下にし

て保存。

　　　種とワタを取り、薄くス

ライスして１分ほど水にさら

す。水けをふき取って生のまま

冷凍用保存袋に入れて保存。

※使うときは凍ったまま調理

する。

全体に張りがあり、太
さが均一なもの。緑の
濃いものを選びます。

　　　表面の水分を取り、１～

２本ずつペーパータオルで包

み、枝付きが上になるよう保

存袋に入れ、立てて保存。

　　　薄い輪切りにして塩も

みし、５分ほど置いて水切りし

てラップで包み、冷凍保存袋

に入れて保存。

※使う時は自然解凍または熱

湯をかけて。

皮がつややかでハリが
あり、重みのあるもの
を選びます。

　　　水けを取り、１個ずつ

ラップで包んで保存袋に入れ

る。

　　　輪切りや乱切りなど、

使いやすい大きさに切って、

生のまま冷凍用保存袋に入れ

て保存。

※使うときは凍ったまま調理

する。
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「フードドライブ」開催中!!「フードドライブ」開催中!!

冷蔵

野菜室で１０日

野菜室で１週間～１０日

野菜室で１週間～１０日

冷凍庫で１か月

冷凍庫で１か月

冷凍庫で１か月

野菜室で１週間

冷凍庫で１か月
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冷蔵

冷凍

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！



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、当選者のみ詳細をご案内いたします。応募方法

▲１作目作品（お薬手帳入れ）

パッチワーク教室【全8回】
日 時 令和2年8月4日（火）～9月22日（火・祝）

原則火曜日　13：00～16：00
8名（抽選）
2階研修室

1,000円参加費
場 所

7月21日（火）必着応募締切

定 員

本体用の布：30㌢×50㌢。縦15
㌢程度の端切れいろいろ（横に
並べて幅40㌢程度が必要）。印
付け用チャコペン。手縫い用糸
（60番手）。紙用・布用はさみ、
定規、裁縫道具一式、筆記用具。

持ってくるもの〈1作目材料〉持ってくるもの〈1作目材料〉

衣類のリフォーム教室【全8回】
日 時 令和2年8月5日（水）～9月30日（水）

毎週水曜日　13：00～16：00
8名（抽選）
2階研修室

800円参加費
場 所

7月21日（火）必着応募締切

定 員

リフォームしたい洋服や着
物（着物はほどいて洗い、
アイロンをかけておく）。型
紙用紙（模造紙など）、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

着物をリメイクした
ワンピース（作品例）▶

後ろ下がりのチュニックと夏用マスク作り【全3回】
日 時 令和2年8月7日（金）、21日（金）、

28日（金）　13：00～16：00
8名（抽選）
2階研修室

500円参加費
場 所

7月22日（水）必着応募締切

定 員
着物1枚：夏用の浴衣やかすり等、木綿
がおすすめ。１10㌢幅×150㌢の布でも
可。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。

持ってくるもの持ってくるもの

古布ぞうり作り【全2回】
日 時 令和2年8月20日（木）、27日（木）

13：00～16：00
8名（抽選）
2階研修室

300円参加費
場 所

8月4日（火）必着応募締切

定 員

ぞうり用布（木綿がよい）：幅5㌢×長
さ30㍍程度（継がずにお持ちくださ
い）。針、糸、布用はさみ、ものさし、洗
濯ばさみ６個。

持ってくるもの持ってくるもの

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？ 

日 時 令和2年7月23日（木・祝）
13：00～16：00
小学生と保護者
5組10名程度（抽選）
2階研修室場 所

応募締切

定 員

親子で体験 古布ぞうり作り

7月19日（日）必着

日 時 令和2年7月25日（土） 10：00～12：00
10名（抽選）定 員

風呂敷でエコバッグ

参加費
応募締切 7月19日（日）必着

2階研修室

　包むものに合わせて自由自在に形を変え、
使わないときは小さくたたんで持ち歩くこと
ができる風呂敷は、日本古来のエコバッグ。そ
の便利でおしゃれな使い方を伝授します。

8月8月の3R実践講座の3R実践講座

すべて無料です！7月7月のワークショップのワークショップ

親子それぞれ
 1足ずつ作ります。 風呂敷、大判のハンカチ、バンダナ、正方形のスカーフ等。

持ってくるもの持ってくるもの



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　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

■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

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？

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。

7月の体験講座！ すべて無料です！！

お 知 ら せ

牛乳パックで風車
かざ ぐるま

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

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

ハーブ入りリサイクル
せっけんづくり
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

古布うちわ作り

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、７・８月に

開催予定のワークショップ、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。

夏季限定
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