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九申（くざる）

南天の木に九匹の猿を遊ばせて。
“難が転じて苦が去る”という
縁起の良い作品です。

か？
もうご存じです

使用済みの PC、小型家電の処分が簡単、便利、安全に！

みなさんは使い終えたパソコンやデジタルカメラ、携帯電話等の処分方法に困ったことはありませんか？
小型家電と呼ばれるこれらの部品には金、銀、銅、レアメタル（希少金属）などの有用金属が多く含まれ
ており、それらはリサイクル可能な貴重な資源です。小型家電は都市に存在する資源の山という意味から「都
市鉱山」と呼ばれ、天然資源に乏しい日本では重要なリサイクル資源として注目されています。
福岡市でも現在、市内約 60 か所に使用済小型家電の専用回収ボックスを設置していますが、パソコンや
投入口（横 25cm× 縦 8.5cm）から入らない大きさのものは投函できません。
そこで今年 7 月、福岡市では九州の他の自治体に先駆け、環境省・経済産業省認定のリサイクル事業者「リ
ネットジャパン株式会社」（愛知県大府市）と小型家電回収の連携に関する協定を締結。安全な出し方が増え
て便利になりました。
これまでパソコンを処分する場合、各メーカーまたは一般社団法人パソコン 3R 推進協会へ回収を申し込
む方法のみで、『PC リサイクルマーク』がついたパソコンはメーカー回収を無料で利用できますが、マーク
のないパソコンは 3 千円～7 千円の費用負担が必要でした。
リネットジャパン㈱ではパソコンをはじめ約 400 品目の小型家電を回収し、料金はダンボール一箱 950 円
（税込）
。箱の３辺（縦・横・高さ）の合計が 140 ㎝以内、重さ 20 ㎏までなら、何点入れても同一料金で回
収してくれます。
（今年 9 月 15 日～10 月 18 日の期間はパソコンを含む場合、1 箱無料キャンペーンを実施 )
利用方法は簡単。パソコンやスマートフォンなどからインターネットで申し込めば、翌日以降の希望日時
に宅配業者が自宅まで回収に来てくれます。
パソコンを処分する際に最も心配な個人情報等のデータも消去ソフトを無料提供してくれるほか、希望者
には有料で「データ消去サービス」も行っており、完了時には写真付き消去証明書が発行されるので安心です。
参考：政府広報オンライン

福岡市ホームページ

問い合わせは市資源循環推進課 ☎092（711）4039
詳しい内容、申し込みはリネットジャパンホームページ（http://www.renet.jp/）へ

臨時休館のお知らせ

10/8
（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。

見つけよう
見つけよう！始めよう
！始めよう！
！「私たちにできるエコ」
「私たちにできるエコ」
中村学園三陽高等学校保健委員会

8 月 1 日、中央区の草ヶ江公民館と同校区のごみ減量リサイクル推進会議の共催で、地域の子どもと
保護者 33 人が参加する環境学習講座が行われました。
そこで環境授業の講師をつとめたのが中村学園三陽高校保健委員会のメンバーです。
テーマは「私たちにできるエコ」。いま地球に起こっているさまざまな環境問題、それらの問題から
地球を守るために自分たちが取り組んでいるエコ活動について、スライドやリサイクル商品等を使
い、クイズも交えながら子どもにもわかりやすく講義を行い、高校生による楽しい環境授業に、参加し
たみなさんも熱心に耳を傾けていました。
同保健委員会では 7 年ほど前から、健康な体づくり・心づくりのために大切な「安全な食生活」を守
るため、自分たちにできる環境保全活動をやろうと、エコ活動への取り組みをスタートさせました。
モットーは「高校生にでもできる身近なエコ活動」
。活動は環境授業のほか、校内でのペットボトル
キャップや学食の割り箸、ストロー、飲料の紙パックを回収し、リサイクルして資源に変える活動や、
さらに樋井川の清掃活動、ゴーヤのグリーンカーテン、大濠公園の花いっぱい運動などなど。それらの
功績が認められ、
平成 23 年 9 月には第５回福岡市環境行動賞優秀賞を受賞しています。
「高校生のうちからエコの意識を植えつけていくことが大切。
いまでは生徒たちの活動の輪は保健委
員会の垣根を越えて校内有志、さらに OB らの手も借りて地域へと広
がっています。
高校生が行なうという目線の近さが地域の方にも親しま
れるし、
彼らの自信にもつながっています」
と同校養護教諭の川上先生。
この日講師として参加した生徒も「小さい子どもたちが僕らの環境
授業を聞いて声を上げて反応してくれることがうれしい。自分たちの
活動が少しずつでも広がってくれることが励みになります。卒業して
も何らかの形で続けていきたいです」
と目を輝かせていました。

公民館での環境授業

旬 の野菜 をまるごと食べよう!
トマトはビタミン A や E、抗酸化作用にすぐれたリコピンやβカロテン、塩分の排
出を助けるカリウムなど、栄養と効能がいっぱいの健康野菜。なかでもリコピンは
生食より熱を加えることで体内への吸収率がアップします。これまで日本ではトマ
トの旬は夏と言われていましたが、冷涼で強い日差しを好み、高温多湿を嫌う性質
から、味的に最も旬と言えるのは春から初夏と秋。日光をたくさん浴び、適度に空気
が乾燥した秋は、糖度も上がり栄養価も高くなります。

part.1

トマト

トマトきんちゃく
材料・４人分
作り方

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

トマト１個・うすあげ４枚・乾燥わかめ２ｇ・卵２個・水 400 ㏄
白だし大さじ１・みりん大さじ２・濃口しょうゆ大さじ 1/2・爪楊枝４本

鍋に水、白だし、みりん、濃口しょうゆを入れ、煮立たせておく。
乾燥わかめを水で戻す。
うすあげに熱湯をかけて油抜きをし、一辺の端を切って袋状に開く。
トマトを 1 ㎝角に切る。
袋状にしたうすあげにトマトとわかめをそれぞれ 4 等分したものを入れ、4 個作る。
卵 2 個をよくかき混ぜ、4 等分して⑤に注ぎ入れ、切り口を爪楊枝で止める。
温めておいた①の出し汁に⑥を入れ、約 15 分間煮たら出来上がり。
ベスタの楽エコ料理塾より

主婦だからできる３Ｒ活動を！

ベスタ

西区生活環境課主催の地域環境サポーター養成講座の修了生で構
成される「環境たくみの会」には現在、8 グループが所属し、それぞ
れ積極的な環境啓発活動を行っています。
今回は「環境たくみの会」代表の松竹恵里子さんがリーダーを務
める「ベスタ」のみなさんにお話を伺いました。
Ｑ．今年、結成 10 周年を迎えられたそうですが、まずはグループの
成り立ちを教えてください。
Ａ．「主婦でもできる、主婦だからできる３Ｒ活動」を合言葉に、西
区の泉東地区に住む主婦仲間で結成しました。家庭から出る生
ごみを堆肥に変えるエココンポストを多くの方に知ってもらお
うと、福岡市の助成金を受けて普及活動を始めたのが活動の第
一歩。メンバーは 10 人ですが、イベントごとにたくさんの方に
お手伝いしていただいています。
Ｑ．現在はどのような活動をされていますか？
Ａ．年間を通じ、いろいろな環境啓発イベントに参加するほか、公
民館や学校等に出向いて環境授業やワークショップを行ってい
ます。
具体的には発泡スチロールの箱を使った「エココンポスト」の
紹介や、使わなくなったおもちゃをポイントに変え、他のおも
ちゃと交換する子ども向けのリユースイベント「かえっこバザー
ル」、不用な物をリメイクする「エコものづくり」、食べ物の旬
を知り、その恵みを丸ごと食べてもらうための「楽エコ料理塾」
などです。また地元・泉東地区のひょうたん池祭や文化祭など、
地域を盛り上げるためのイベントにも積極的に取り組んでいま
す。

ベスタのみなさん

環境授業

Ｑ．今年 7 月には城南区の金山小学校で３ R ステーションと協働で
かえっこバザール
環境授業も行ないましたね。
Ａ．活動を通して、子どもたちと接することができるのはとても有意義で新鮮です。３Ｒやエコについて、
子どもたちにまず伝えることで、環境啓発が家庭さらに地域へ拡がっていくことを願っています。
Ｑ．活動をするなかで心がけていることはありますか？
Ａ．「できる人が、できることを、できるときに、楽しみながらやる」がベスタのモットーです。私たち
は主婦目線で自分たちの生活を活動につなげているだけ。参加してくれた方々がそこで気づいたこと
を、それぞれの生活の中に生かしてくれるといいですね。
Ｑ．これまでの活動を通して感じたこと、また今後の目標をお聞かせください。
Ａ．私たち自身が目標を持ち、知恵を出し合い、それを発信して成果を得ることが、達成感となり次の活
動への原動力になっています。こういう活動をしてなかったら、絶対に出会えなかった人たちにお会
いでき、世代を超えてふれあえることがうれしいですね。
「環境たくみの会」の想いそのままに“環境講座で地域を元気に”できるよう、これから出会うたく
さんの人たちに“気づき”の種をまき続けていきたいです。
取材を終えて
団体名の“ベスタ”とはローマ神話に登場する女神の名で、かまどの神、家庭の守護神と言われています。
主婦の目線で、家庭の中にあるいろいろな気づきにスポットを当てて環境啓発をされているみなさんに
ぴったりの名前ですね。

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、各種講座や体験コーナーを開催しております。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？

3R実践講座

•着物地で基本のベスト作り
【全4 回】

•フードつき冬のコート作り
（ジャケットと帽子）
【全４回】
日時／平成２７年１０月９日（金）、
１６日（金）、２３日（金）、３０（金）
１３：００～１６：００
場所／研修室 定員／１０名（抽選）
参加費／５００円
応募締切／９月２５日（金）必着
持ってくるもの／
生地・・・冬コート用布地（表地・
裏地）着物１枚分、接着芯（身返し
分）、型紙用紙（フード付冬コート
分、多めに）、裁縫道具一式、筆記
用具、紙切り用はさみ

日時／平成２７年１０月１日
（木）
、
１５日
（木）
、
２２日
（木）
、
２９日
（木）
１３：００～１６：００
場所／研修室 定員／１５名
（抽選）
参加費／５００円
応募締切／９月１９日
（土）
必着
持ってくるもの／
着物地…ほどき、
洗ってアイロンをかけたもの
裏用布…着物の裏や洋服用裏地
接着芯
（90 ㎝幅×80 ㎝）
、
ボタン４～５個、
型紙用紙、
裁縫道具一式、
50 ㎝ものさし

応募方法

トイレットペーパーの芯で
クラフト工作

卵パックで
バラのリース作り
土曜日 10:30～15:00
のうち、30分程度
【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

日時／１０月７日～１２月２３日
までの毎週水曜日
１３：００～１６：００
場所／研修室 定員／１０名（抽選）
参加費／１，０００円
応募締切／９月２５日（金）
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

往復ハガキ、
FAX 又は西部 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。

体 験 コ ー ナー！
土曜日 10:30～15:00
のうち、30分程度
【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

•衣類のリフォーム教室
【全12回】

革や布を使った
ストラップ作り

ボタン ｄｅ スタンプ作り

日曜・祝日 10:30～15:00
のうち、30分程度
【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

裂き織り体験！コースター作り
土曜日 10:30～15:00
のうち、１時間程度
【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

土曜・日曜 10:30～15:00
のうち、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
日曜日 10:30～15:00
のうち、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

毎週開催

卵パックでお花の壁飾り作り ハーブ入り “リサイクル” 石けん作り
日曜日 10:30～15:00
のうち、30分程度
【定員】6名/日（先着順）
【申込】前日まで

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、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、お申込みください。
生ごみ堆肥相談会

祝日フリーマーケット出店者募集！

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
●NPO法人循環生活研究所主催
日時／毎週土曜日 13：00～16：00 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 参加費／無料
事前申込／不要 ＊基材･テキスト購入可

日時／平成２７年10月12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）※雨天中止
応募資格／２０歳以上の人（販売業者でない方）
締切／平成２７年9月25日（金）
（必着）

出店料
無料！

●往復はがき
（１人１枚）
に
「１０月祝日のフリーマーケット希望」
と記入のうえ、
住所、
年齢、
電話番号を明記し、
ご応募ください。

西部3Rステーション ご利用案内
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）
TEL：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 公益財団法人 ふくおか環境財団
お問い合せ 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
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←前原

生の松原バス停

今宿駅
今宿 IC

三陽高校●

JR 筑肥線

生の松原団地

天神→

高崎交差点

捨六町 IC
国道202号線バイパス
三陽高校バス停

福寿園●

西部3Rステーション

総合
西市民
プール
●

●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、大豆油
インキで印刷しています。

