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ジャンボ松ぼっくりで作るカラフルなクリスマスツリー

年末の大掃除はセスキ炭酸ソーダとクエン酸で

ナチュラルクリーニング！

いよいよ師走、今年も大掃除の季節がやってきました。お店にはさまざまな種類の洗剤が売られていますが、用
途別に洗剤をそろえるのは費用もかかるし、すべて使い切るのは大変。そこで今年は環境にやさしい「セスキ炭酸
ソーダ」と「クエン酸」を使ってナチュラルクリーニングにチャレンジしてみませんか。

☆油汚れ・手あかなど酸性の汚れには
「アルカリ性のセスキ炭酸ソーダ」
重曹の持つ洗浄力に炭酸ナトリウムの力がプラスされているので、重曹よりも汚れ落ちがよく、水に溶けやすいの
が特徴。大掃除でいちばん厄介な台所のベタベタ汚れや手あか汚れにパワーを発揮してくれます。重曹と同じく無機
物で、界面活性剤を使用した有機物の家庭用洗剤より環境にやさしい洗剤です。
セスキ炭酸ソーダで落ちやすい汚れ… 換気扇やガスコンロの油汚れ ドアノブやスイッチ等の手あかや
浴槽の湯あか汚れ ステンレスのくもりとり 衣類の皮脂や血液汚れ
セスキ炭酸ソーダで落ちにくい汚れ… アルミ製品（黒ずみの原因に）や白木の床や家具 泥汚れや衣類のシミ
機械油のがんこな汚れ
◇セスキ炭酸ソーダ水の作り方／スプレー容器に水５００ml、セスキ炭酸ソーダ小さじ１を入れ、溶かす。
２〜３か月以内を目安に使い切ること。

☆水あか・トイレの黄ばみなどアルカリ性の汚れには
「酸性のクエン酸」
クエン酸は梅干しやレモンなどの天然の酸味のもと。その名の通り酸性なので、アルカリ性の汚れを
中和し、浮かして取れやすくします。
クエン酸で落ちやすい汚れ… 水道水のカルシウムやミネラルが固まった水あか トイレの黄ばみ、
尿石などの除去、アンモニア臭の消臭 浴室の石けんカス汚れ
クエン酸で落ちにくい汚れ… 金属の汚れ（サビの原因になることがあります）
換気扇やガスレンジなどについた油汚れ 大理石の汚れ（主成分のカルシウムを溶かす）
◇クエン酸水の作り方／スプレー容器にクエン酸小さじ１／２、
水１００mlを入れ、溶かす。汚れがひどい
◇セスキ炭酸ソーダ水の作り方／スプレー容器に水５００ml、セスキ炭酸ソーダ小さじ１を入れ、
溶かす。
時はクエン酸の量を多くすると効果的。
２〜３か月以内を目安に使い切ること。
※注意：クエン酸を塩素系の洗剤と混ぜたり、いっしょに使ったりすると有毒ガスが発生して危険です。

クリスマスエコもの作りとかえっこバザール
○日

時：１２月１７日（日）
★かえっこバザール
１０：００〜１５：００
○場 所：福岡市西部３Rステーション
○申込み：当日（先着順）

午前の部１０：００〜１２：００
午後の部１３：００〜１５：００

※かえっこバザールは申込不要です。

今年もいよいよクリスマスシーズン。赤や緑のクリスマスカラー
に彩られた街並みやキラキラ光るイルミネーションに心もはずみ
ます。
西部３Ｒステーションでは１２月１７日（日）、家庭にある廃
かえっこバザール（昨年の様子）
材を使って作る、エコでかわいいクリスマス小物のワークショッ
プを開催。捨てればごみとなる素材が、ちょっとしたアイデアで家族やお友達へのプレゼントに
もぴったりの小物に大変身します。
当日は「おもちゃのかえっこバザール」も同時開催。遊ばなくなったおもちゃを「かえるポイント」
に換えて、欲しいおもちゃと交換しませんか。おもちゃの持ち込みは一人１０点までＯＫ（ただし
壊れたおもちゃやビデオ・CD・DVDソフトは不可）。バザールの締めくくりにはポイントの高い
おもちゃを集めたオークションも行われます。クリスマスエコもの作りの各種ワークショップに
参加して集めた「かえるポイント」でも、かえっこバザールに参加できますよ！

わのわ

クロッカス

エフコープ

「松ぼっくりのクリスマスツリー」

「クリスマス柄のマグネット」

「エコキャンドル」

姪浜駅南エコクラブ

ベスタ

エコファイブ

「クリスマスカードスタンド」

「コルクサンタ」

「クリスマスの壁飾り」

「サンタボックス」

「コルクリース」

「封筒でサンタのバッグ作り」

自分の住む地域を自分たちの手で ごみのない街 に
西都校区自治協議会会長
德永 哲也さん
火ばさみとポリ袋を手に、自宅近くの公民館をスタートし、平均１０kmの道のりをごみを拾いなが
ら足早に進む德永哲也さん。夕方、ＪＲ筑肥線九大学研都市駅周辺では、そんな德永さんの姿をし
ばしば見かけます。
学生時代はワンダーフォーゲル部に所属し、日本中の山々を制覇したとい
う健脚は80歳の今も健在です。定年を機に宮崎から生まれ育った福岡に戻っ
てきたという德永さん。九州大学の西区移転をきっかけにJRの駅が新設され、
大型商業施設やマンションが建ち、「さいとぴあ」が開館。人口が一気に増
加して小学校が新設されるなど、すっかりにぎやかな街へ変貌した故郷でし
たが、同時に「ポイ捨てされるごみの多さが目立つようになった」と言います。

徳永哲也さん

Ｑ．地域のごみ拾いを始めようと思い立ったきっかけは？
A． 宮崎で放送局に勤務していたときに、「宮崎県観光の父」と称された宮崎交通の岩切章太郎氏
を取材する機会がありました。そのとき、宮崎交通が経営する観光施設「こどものくに」の園
内にごみが落ちてないことについて尋ねたところ、「ごみが落ちている場所にはごみを捨てやす
い。ごみを捨てにくい環境を作ることが大切。だから常に従業員に園内を歩かせ、ごみ拾いを
させているのです」と言われたんです。最初は散歩がてら何気なくやっていたごみ拾いでしたが、
岩切氏のその言葉を思い出し、「私もその精神でいこう、自分の住んでいる地域は自分たちで守
ろう」と、町内会長を務めることになった平成22年から本格的に始めました。

Ｑ．どのくらいのペースで活動されているのですか？
A． 月に20日前後というところでしょうか。雨の日や会議等の予定のある日以外はほぼ毎日、コー
スを変えながらごみを拾って歩いています。歩数にすると１５，０００歩程度。食品の空き容
器やお菓子の袋、空き缶やペットボトル、たばこの吸い殻、マスクなど、一周すると毎回ポリ
袋がいっぱいになります。道路わきには明らかに車から投げ捨てられたと思われるごみもある
し、家庭ごみを持ってきて置いていく人や通りがかりに「これもお願い」と手渡されることも。
そういうマナーの悪い人に出会うとがっかりすることもありますが、「いつもありがとうござい
ます」と声をかけてくださる方もいて、そういう時は本当にうれしいですね。

Ｑ．続けてきて何か変わったことはありますか？
A． 始めたころに比べると、ずいぶんごみが減ったと思います。当
初は川に投げ込まれた自転車を拾い上げたことも何度かあります
が、いまはそんなこともなくなりました。やはり岩切氏の言葉通り、
捨てにくい環境を作ることが大切ですね。
４月からは新設された西都校区の自治協議会会長を務めていま
すが、地域の子どもたちにも、「自分たちの地域は自分たちできれ
いにする」という意識を持ち、常識のある大人になってほしいで
すね。
歩道わきには捨てられたタバコの
吸い殻がいっぱい。

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？

１２月 の イ ベ ン ト
クリスマスエコもの作り★かえっこバザール
クリスマスエコもの作り★かえっこバザール

家庭で不用になった素材を組み合わせて、かわいいクリスマス雑貨を作る「クリ
スマスエコもの作り」とおもちゃの交換会「かえっこバザール」を１日限定で開催し
ます。家族やお友だちへのプレゼント作りにぜひお越しください。
「かえっこバザール」では遊ばなくなったおもちゃを
「かえるポイント」に換えて、
欲しいおもちゃと交換できます。持参できるおもちゃは一人１０点まで（ビデオ・
ＣＤ・ＤＶＤソフトや壊れたおもちゃは不可）。オークションもお楽しみに！

日時／平成２９年１２月１７日㈰
１０：００〜１５：００
☆かえっこバザール 午前の部 １０：００〜１２：００
午後の部 １３：００〜１５：００
場所／福岡市西部３Ｒステーション

詳しい内容はＰ２でご確認ください。

１月の「３Ｒ 実 践 講 座 」
衣類のリフォーム教室【全１２回】 ポケットが素敵なチュニック

半袖ラグランの前あきワンピースと
干支の飾り【全３回】

【全３回】

日時／平成３０年１月１０日㈬〜
３月２８日㈬
原則毎週水曜日
１３：００〜
１６：００
定員／１０名（抽選）
参加費／１，０００円
場所／２階研修室
応募締切／１２月２２日㈮必着
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）、裁縫道具一式、型紙用紙
（模造紙など）、ものさし、紙用・布用はさみ、筆記用具。

日時／平成３０年１月１１日㈭、
１８日㈭、２５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／１２月２２日㈮必着

日時／平成３０年１月１２日㈮、
１９日㈮、２６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／１２月２２日㈮必着

持ってくるもの／着物１枚（かすり、ウール、つむぎ等の厚手の
ものがよい。ほどいてアイロンをかけておく）。洋服地の場合は
１１０㎝幅×２．８ｍ。見返し用接着芯約９０㎝幅×２０㎝。
型紙用紙、紙用・布用はさみ、ものさし、裁縫道具一式、筆記用具。

持ってくるもの／着物１枚（布の場合は約１０８㎝幅２．５ｍ）。
接着芯：９０㎝幅×３０㎝程度。
前あき用ファスナー：２０㎝〜４０cm（好みの長さで）。
型紙用紙、紙用・布用はさみ、ものさし、裁縫道具一式、筆記用具。

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。

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
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

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★

すべて無料です！
！

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

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

［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！

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→

←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

編集・発行
お問い合せ

牛乳パックでメモ＆
フォトブック

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。

