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ご存知でしたか？

使用済み自動車の約99％がリサイクルされています！
私たちの日常生活になくてはならない
自動車。日本では年間約４００万台が使
用済み自動車として廃車処分されていま
す。自動車は有用な金属や部品を多く含
み、資源として価値の高いものです。２
００５年１月１日に循環型社会形成推進
基本法に基づく使用済自動車の再資源化
等に関する法律（通称：自動車リサイクル
法）が施行されたことで、より適切にリサ
イクル処理が行われるよ
うになり、現在、車両重
量ベースでのリサイクル
実効率は約９９％に達し
ています。
参考：公益財団法人自動車リサイクル促進センター HP

11月はエコドライブ推進月間です。 地球にやさしい運転マナーを心がけましょう！
エコドライブ１０のすすめ
１．ふんわりアクセル「eスタート」
※発進するときは穏やかにアクセルを踏んで発進しましょう。
（最初の５秒で時速２０km程度が目安です。）
２．車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転。
３．減速時は早めにアクセルを離そう。
４．エアコンの使用は適切に。

５．ムダなアイドリングはやめよう。
６．渋滞を避け、余裕をもって出発しよう。
７．タイヤの空気圧から始める点検・整備。
８．不要な荷物は降ろそう。
９．走行の妨げとなる駐車はやめよう。
10．自分の燃費を把握しよう。
参考：環境省HP

みんなで遊びに来てね！

『エコフェスタ２０１７』で楽しく 環境 を学ぼう！
■日時：１１月２３日（祝・木） １０：００〜１５：００（フリーマーケットは１４:００まで）
■場所：福岡市西部３R ステーション
西部３Rステーションでは秋恒例の環境啓発イベント「エコフェスタ２０１７」を開催します。
ワークショップやフリーマーケット、ステージイベントなど、楽しい催しがいっぱい。楽しみながら、
環境について学べる絶好の機会です。ぜひご家族やお友だちといっしょにお出かけください。

ワークショップ
「環境たくみの会」を中心とした環境ボランティア団体や３R実践講座講師によるワークショップで、
不用なものを利用したさまざまな「もの作り」が体験できます。
あなたのセンスで自分だけのオリジナル作品を作ってみませんか。
○クラフトバンドでカチューシャ作り
○端切れでつくるワンちゃん
○サンタボックス
○傘アート
○オリジナルエコバッグ作り
○古布を使ったブローチ作り
○えんどう豆のブローチ
○タオル帽子作り など

ステージイベント
コミカルな動きが楽しいひょっとこ踊りや、心地よいハワイアンサウンドにのって踊る優雅なフラダン
スショーは来場者に大好評！
衣類をリメイクした髪飾りをつけて登場する
キッズダンサーの可愛いステージも必見です！
○日向ひょっとこ踊り
１０：２０〜
○フラダンスショー
１回目 １１：００〜
２回目 １３：００〜

フリーマーケット＆リユース陶器市
１階ではフリーマーケットやリユース陶器市を開催。掘出し物を見つける
チャンスです。エコバッグ持参で、ぜひのぞいてみてね！
◎フリーマーケット：建物１階北側のピロティに１６ショップが出店。
たくさんの商品の中からお気に入りを探してみませんか。
◎リユース陶器市：新品ではないけれど、まだ十分に使える陶磁器が
たくさん。おひとり何個でも無料で持ち帰れます。
※今回は陶磁器の受け入れは行わず、お持ち帰りのみとなります。ご了承ください。

かえっこバザール
不用になったおも
ちゃを持参してかえ
るポイントを集め、
欲しいおもちゃと交
換しよう。館内の
ワークショップに参
加しても、ポイント
をもらえます！
○持参できるおもちゃは一人１０個まで。
(ビデオや壊れたおもちゃは不可)

フードコーナー
ボランティア団体手作りの豚汁やカレーが
並ぶフードコーナー。ふくよかチップ育ちの
新鮮な野菜販売も
行います。
○カレーライス
○豚汁
○おにぎり・助六
○蒸し饅頭
○焼き菓子

中学生が職場体験にやってきました！
元岡中・壱岐中・姪浜中
福岡市では子どもたちが「生きる力」を身に付け、将来、社会人・職業人として自立し、社会のさま
ざまな変化や課題に柔軟に対応できるよう、主に中学２年生を対象に３日間程度の職場体験事業を実施
しています。市役所などの公的機関から民間の企業まで、その職種もさまざまです。
西部３Rステーションにも９月に入り、西区の元岡中学校、壱岐中学校、姪浜中学校の３校から、４名
ずつ計１２人が職場体験に訪れました。
朝の清掃に始まり、受付でのリユース衣類等の引取りや提供、講座の準備、廃食油やふくよかチップ
の袋詰めなど、みんな真剣に取り組んでいました。仕事の合間には、不用になった素材を利用したいろ
いろなもの作りも体験。仕事や環境について学んだ２日間の体験が、将来の自分について考えるきっか
けになればうれしいですね。

◆ 体 験 後 の 感 想 ◆
元岡中学校

壱岐中学校

姪浜中学校

◎受付では地域の人とふれあい、
温かい気持ちになれた。
◎多くの人と接することで常識や
マナーをもっと知るべきだと
思った。
◎自分たちが暮らしている場所の
環境を守ることの大切さを学ぶ
ことができた。
◎古い物を捨てずに新しいものに
作りかえることの大切さを知
り、改めて３Rについて考える
ことができた。

◎仕事の大変さや難しさを身を
持って体験できた。
◎お客様への対応やリユース品の
整理などとても勉強になった。
◎講座の準備や廃油せっけん作り
ではリサイクルの楽しさを知る
ことができた。
◎２日間の貴重な体験で学んだこ
とを将来に役立てたい。

◎仕事の大変さや難しさに加え、
環境についても学ぶことができ
た。
◎「あいさつも大事だけど笑顔も
大事」と教わり、心に響いた。
◎お客様から「ありがとう」と
言っていただき、やりがいを感
じた。
◎体験を通して今後頑張るべきこ
とや社会で生きていくうえで必
要なことを学んだ。

イベント用の幟の準備

体験講座の準備

受付での接客

講座用ミシンの点検作業

畑でのふくよかチップの袋詰め作業

廃油を使ったリサイクルせっけん作り

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?

11月の３Ｒ学ぶ講座

1２月の「３Ｒ実践講座」
手持ちのボタンで
ブローチ作り

親子
自然観察会と
草木染体験

【全２回】

参加は無料です！

◇日時／平成２９年１１月１９日㈰
１０：００〜１５：００
◇場所／西部３Ｒステーション敷地内
◇講師／生田 哲朗氏
（
「野あそびＨＵＴ」代表
環境カウンセラー）
◇参加費／無料
◇定員／１５組（市内在住、または市内に
通勤通学する小学生と保護者）
◇応募締切／１１月９日㈭
◇服装／長袖・長ズボンを着用すること。
◇持ってくるもの／
昼食
（弁当）
・水筒
タオル・帽子
筆記用具
雨具
（雨天時のみ）
草木染めの手ぬぐい

日時／平成２９年１２月６日㈬、
１３日㈬
１３：００〜１６：００
定員／１５名（抽選）
参加費／５００円
場所／２階学習室
応募締切／１１月２３日㈭必着

持ってくるもの／家にあるボタン・ビーズ
（カッターシャツのシンプルなボタンから
飾りボタンまで）、はぎれ（土台を包んだり、
くるみボタンを作る場合に使用）等。
裁縫道具一式、ピンセット、手芸用ボンド、
竹串またはつまようじ（ボンドを塗る時に
使用）、手拭きタオル。

古布で干支の
押絵作り

残り布で作る通帳・
カード入れ 【全３回】

日時／平成２９年１２月７日㈭
１３：００〜１６：００
定員／１５名（抽選）
参加費／５００円
場所／２階研修室
応募締切／１１月２５日㈯必着

日時／平成２９年１２月８日㈮、
１５日㈮、２２日㈮
１３：００〜１６：００
定員／１５名（抽選）
参加費／５００円
応募締切／１１月２５日㈯必着

持ってくるもの／ピンセット、手拭き
タオル、手芸用ボンド、筆記用具（鉛筆、
消しゴムなど）、目打ち、
紙用・布用はさみ、厚紙（菓子箱等）、
洗濯ばさみ５〜１０個。

持ってくるもの／表布３０㎝角×１枚、
内布７０㎝×５０㎝、
ファスナー長さ２０㎝×１本、ホック１組、
不織布接着芯（中〜薄手）
３０㎝角×１枚、
布用はさみ、ものさし、裁縫道具一式、
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。

体験講座！
つまみ細工の花飾り
毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

廃材で作る動物スタンプセット お花のメモスタンド
毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

ecoでおしゃれなマグネット ボタンdeスタンプ
インテリア
毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

すべて無料です！
！

毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

★体験講座の申込方法★

毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

牛乳パックで紙すき体験 ハーブ入り リサイクル
せっけん作り
毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

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、又は西部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。

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。
場 所／２Ｆ啓発コーナー
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
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
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

牛乳パックでメモ＆フォトブック

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。

