福岡市西部 3Rステーション情報誌
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新年あけまして
おめでとうござい ま す

本年もよろしくお願いいたします

2020.

3R

干支の押し絵（3R実践講座講師 眞

法子さん作品）

ご家庭で食べ切れずに残っている

情報
発信

活動
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「 フ ー ドド ラ イ ブ 」開

学習
体験

催 中！

未使用の食品をお持ちください！
まだ食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」は日本国内で年間643万トン。これは世界の食糧援助量の2倍

近い数字です。その半分弱の291万トンが私たちの家庭から捨てられていることをご存知ですか？スーパーの売

出しでつい買い過ぎて、
食べきれずに賞味期限が切れてしまったもの、
買い置きがあることを忘れてうっかり重複買
いしたもの、
手付かずのギフトなど、
食べられることなく廃棄される食品の量は想像以上です。そんなご家庭に余っ
ている未使用の食品を寄付していただき、
必要としている人に無償で提供する取り組みが「フードドライブ」です。

西部３Rステーションではただいま「フードドライブ」を実施中です。
“もったいない”を“ありがとう”に変える心温

まる活動にぜひご協力いただき、
皆さんのご家庭から食料を必要としている方々へたくさんの善意を届けてください！

期 間
場 所

令和2年

1 月4 日（土）～2 月29 日（土）※休館日を除く

10：00～16：00

西部３Ｒステーション2階受付

対象となる食品

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。

○お引き取りできる食品（例）
●米

● パスタ、そうめんなどの乾麺

● 缶詰、レトルト・インスタント食品

×

お引き取りできない食品（例）

● 調味料（醤油、食用油など）

● 海苔、ふりかけ

● 菓子、飲料

● 賞味期限が1か月未満のもの
● 開封されているもの

● 賞味期限の記載がないもの

● アルコール（みりん、料理酒等を除く）

皆様から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」を通して、
参考：農林水産省及び環境省「平成28年度推計」
福祉施設やこども食堂などへ届けられます。

西部３Ｒステーションの

冬

の寒い日は、暖かい部屋の中でのんびり読書を楽しんではいかがですか。西部３Ｒス
テーション２階に設置されている貸出図書コーナーには、環境問題に関する専門書か

ら衣類のリメイク本、
暮らしに役立つエコアイデアの本、
子供向けの絵本など、
約４００冊が揃っ
ています。
先月末には新しい本も入荷しました！身近な図書館としてぜひご利用ください。

新しく仲間入りした３０冊をご紹介します！

▲海洋プラスチックごみや食品ロスなど環境問題に関する本

▲端切れを使った手芸やおしゃれなダーニング(繕い)に関する本

▲いま話題の
「SDGs」
に関する本

▲着物等、
衣類のリメイクに関する本

必ず読んで
ね！
初めて貸出図書コーナーをご利用される方へ
【利用規約】
● 貸出は無料です。
● 貸出は一度に３冊まで利用できます。
● 貸出期間は２週間です。
● 福岡市内に在住、
または通勤・通学する方ならどなたでも
利用できます。

● 貸出図書を利用される方には図書貸出券を発行します。
※ 図書貸出券の発行には現住所を確認できる書類(運転免
許証や健康保険証、
学生証等)が必要です。
中学生以下の
場合は保護者による確認が必要です。
● 図書貸出券は貸出および返却の際は必ず受付に提出し
てください。

ＦＵＫＵＯＫＡおさかなレンジャー実行委員会

新

鮮で美味しい魚介類の宝庫として、
今や全

国に知られる福岡。そのイメージを支えて

いるのが博多湾です。しかし、
その海底には

ごみが堆積しており、
漁業の操業や漁場環境に影響を及

美味しい魚が獲れる豊かな海・博多湾を守るために海

底ごみを減らすにはどうしたらいいか、私たちが今でき

ることを、
みんなで考えてみませんか？

ぼす原因となっているのが実情です。これまで福岡市で

は漁業者と連携して海底ごみ回収を行っていますが、
回
収されるごみの量は減少していません。漁業者と行政だ

けでは解決が困難な状況でした。

そこで立ち上がったのが、福岡市農林水産局水産振

興課と一般社団法人ふくおかFUNで構成される

「FUKUOKAおさかなレンジャー実行委員会」です。市

民ひとりひとりが博多湾の海底ごみ問題に関心を持ち・

「FUKUOKAおさかなレンジャー」の取り組み
①海底ごみの見える化
●漁業者と協力し、
博多湾に流入する河川の河口域を中

心に調査・撮影し、
ごみの流入状況・種類等の把握を進め

考え・行動していけるよう、漁業者と行政に加え、ふくお

ています。

を行っています。

めるため、
撮影した写真や映像を使って、
リーフレットや

かFUNのプロダイバーが一体となって様々な取り組み

FUKUOKAおさかなレンジャー実行委員長(一般社団

法人ふくおかFUN代表)大神弘太朗さんは、以下のよう

に話します。
「実際に海に潜り、
見たからこそ分かる博多

●海底ごみの存在を知らせ、
市民のリデュース意識を高
ポスター、
動画などの啓発素材を制作しています。
②他団体との連携

湾の豊かさと海底ごみ問題。地元の海に誇りを持って地

●他団体が実施する清掃活動などに参加し、
団体とのつ

多くの方に現状を伝えていきたい。それがFUKUOKA

ての啓発を行っています。

のが失われる前に、
ひとりひとりが意識を持って行動す

上げ、海底ごみ削減に向けた動きを活性化していくこと

産地消を目指す漁業者の熱い想いとともに、
ひとりでも

おさかなレンジャーとしての役目です。そして大切なも

ることが、
博多湾を守ることに繋がると思います。
」

ながりを深めるとともに、海底ごみやリデュースについ

●NPOや福岡市漁協などの団体とネットワークを立ち

を目指しています。

私たちが住んでいる街と山、
川、
海は
すべてつながっているんだ。

博多湾へ流れ込むごみを減らすために、
今日からできることがあるよ！
・ごみのポイ捨ては絶対にやめよう！
・出かけるときはマイバッグとマイボトルを忘れずに！
・使えるものはまだまだ捨てず大切に！

▲博多湾の海底に沈んだ空き缶や
プラスチックごみ。

▲海底に潜って、
ごみの実態を調査、
撮影しています。

ハゼグリーン

カサゴレッド

タコピンク

・｢海底ごみ｣について、
家族や友だちと話そう！
・身近な清掃活動に参加しよう！

▲子どもたちといっしょに海岸を清掃し、
海底ごみ問題をレクチャー。

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？

2 月 の「 3 R 実 践 講 座 」
パッチワーク教室【全8回】

衣類のリフォーム教室【全8回】

日時／令和２年２月４日（火）〜３月２４日（火）
原則毎週火曜日 １３：００〜１６：００
定員／１２名（抽選） 参加費／１，０００円
場所／２階研修室 応募締切／１月２１日（火）必着

日時／令和２年２月５日（水）〜３月２５日（水）
毎週水曜日 １３：００〜１６：００
定員／１０名（抽選） 参加費／８００円
（火）
必着
場所／２階研修室 応募締切／１月２１日

持ってくるもの／本体用の布40㌢×110㌢。ふた用の布30
㌢×80㌢。くるみボタン用の布8㌢×8㌢。印付け用の2B鉛
筆または見えやすいチャコペン等。60番手の手縫い糸(布の
色に合うもの)、裁縫道具一式、紙用・布用はさみ、筆記用具。

持ってくるもの／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。

残り布で口金ワイヤー入り2WAYバッグ作り【全3回】 古布でねずみのおひな様作り【全2回】
日時／令和２年２月６日（木）、１３日（木）、２０日（木）
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／１月２２日（水）必着

日時／令和２年２月１５日（土）、２２日（土）
１３：００〜１６：００
定員／１５名（抽選） 参加費／５００円
場所／２階研修室
（水）
必着
応募締切／１月２２日

持ってくるもの／表布：着物地（綿やウール）片身分、または
洋服地114㌢幅×90㌢程度。裏布：綿や麻114㌢幅×80㌢程度。厚手の接着芯
108㌢幅×80㌢。厚口綿テープ3㌢幅×150㌢。頭合わせファスナー50㌢〜
60㌢。型紙用紙、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／糸（赤、白、黒等)ほか裁縫道具
一式。型紙用紙(菓子箱等の厚紙)、紙用・布用は
さみ、定規、木工ボンド、筆記用具。

※厚口綿テープとファスナーについては1回目の講座で講師より説明がありますので、2回目にご準備ください。

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、

【応募方法】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。

1月の体験講座！
牛乳パックで紙すき体験 牛乳パックで風車
毎日

すべて無料です！
！

木の枝フォトスタンド

毎日

10：30〜15：30
所要時間30分程度
【申込】
随時

身近なもので万華鏡

毎日

10：30〜15：30
所要時間30分程度
【申込】
随時

毎日

10：30〜15：30
所要時間30分程度
【申込】
随時

10：30〜15：30
所要時間30分程度
【申込】
随時

ペットボトルで作るけん玉 食品トレイでマグネットインテリア

ハーブ入り リサイクル せっけん作り

毎日

毎日

10：30〜15：30
所要時間30分程度
【申込】
随時

★体験講座の申込方法★

毎日

10:30〜15:30
所要時間30分程度
【申込】
随時

水曜日

10：30〜15：30
所要時間30分程度
【申込】
随時

ダンボールコンポスト講習会

生ごみの堆肥化でお困りの方は何でも相談ください。
場所／２階啓発コーナー 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

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／２階啓発コーナー
参加費／無料
事前申込／不要 ※基材・テキスト購入可

福岡市西部３Rステーション
月曜日（休日の場合は開館し、次の平日休館）

バスで
お越しの方

10 : 00 -17 : 00

開館
時間 （衣類の持ち込みは16：00まで）

TEL

092-882-3190 092-882-4580

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/
西鉄バス

西部３R
ステーション

〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043番地の2

http://www.fukuoka-seibuplaza.com
ツイッターを

始めました

編集・発行／ 公益財団法人

福岡市営
地下鉄

博多湾

年末年始
（12月28日〜1月3日）

FAX

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、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。

生ごみ堆肥相談会

休館
日

つまみ細工の花飾り

博多駅
天神方面

姪浜駅
西鉄バス

地下鉄

福岡市西部３Rステーション

ふくおか環境財団

←前原
JR筑肥線
今宿IC 高崎交差点
捨六町IC
三陽高校
三陽高校バス停
福寿園

検索

姪浜駅
下山門駅
国道202号線
バイパス
生の松原
団地南
バス停
総合西市民
プール

西区役所
天神→
202

福重 JCT
560

西部３Rステーション
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。

