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福岡市西部3Rステーション情報誌福岡市西部3Rステーション情報誌
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余り毛糸とフェルト、ダンボールで作った節分飾り
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“粗大ごみ”“粗大ごみ”はルールを守って出しましょうはルールを守って出しましょう

粗大ごみ受付センター

インターネット受付

※耳や言葉の不自由な方は FAX でもお申し込みいただけます。
　　　　　

粗大ごみ持ち出しサービス（有料）TEL：０９２－７３１－１１５３
受付時間／月～土曜日の午前9時～午後5時まで（年末年始を除く）

https://sodaigomi-kankyo.city.fukuoka.lg.jp/
受付時間／年中24時間（ただしメンテナンス期間を除く）

FAX：０９２－７３１－１１９５

電話またはインターネットで申込みをして、料金、持ち出す場所、出す日、
受付番号を確認します（一回の申込みに付き10個まで可）。
※収集日は申込みから１週間程度後になります。

Step１．粗大ごみ受付センターへ申込みをする

コンビニエンスストアなどで購入でき、重さや大きさ、品目により300円、
500円、1,000円の3種類の処理券があります。
※処理券の払い戻しはできません。受付後にご購入下さい。

Step２．粗大ごみ処理券を購入する

粗大ごみ処理券に受付番号、または名前を記入して粗大ごみに貼り、収集
日の朝8時30分までに、指定の場所に出してください。
※粗大ごみの収集は昼間に行われ、立会いの必要はありません。
※収集した粗大ごみは再使用させていただく場合もあります。

Step３．指定された場所に出す

粗大ごみに出せないもの
エアコン・テレビ、冷蔵庫、冷
凍庫、洗濯機、衣類乾燥機は家
電リサイクル法に基づき、販売
店等での回収となります（有料）。
またパソコンも資源有効利用促
進法によりメーカーに回収とリ
サイクル義務が課せられている
ため、粗大ごみには出せません。

65歳以上の高齢者、障がい者、その他必要な方（妊

婦等）で、粗大ごみを指定の場所まで持ち出すこと

が困難な方を対象に、有料の持ち出しサービスを

行っています。(一回の申込みに付き5個まで可 )

このサービスを利用したい場合は、粗大ごみ受付セ

ンターへ申込む際に、いっしょにお申込み下さい。

　新生活がスタートする春は、引っ越しや部屋の模様替えの機会も多い季節。そんな春本番を前に、家の中
を整理し、要らなくなった家具や家電製品を処分したいという方も多いのではないでしょうか。
　福岡市では家具や家電製品等で、市指定のごみ袋に入りきらない大きさや、入っても片手で持ち上げると
袋が破れてしまう重さのものを「粗大ごみ」としており、その出し方にはルールがあります。

粗大ごみの出し方（手順）粗大ごみの出し方（手順）



●  貸出は無料です。
●  貸出は 1人３冊まで。
●  貸出期間は 2週間。
●  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等、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。

　買ってきた食材や晩御飯の残り物、使いかけの調味料などを、とり
あえずとばかり冷蔵庫に詰め込み、気づいたら腐っていたり、賞味期
限を過ぎていたりという経験はありませんか。冷蔵庫は、その家の暮
らしの縮図。年を重ねていくうちに、日々の暮らしも変わらないよう
で大きく変わっていきます。料理家で建築士、そして主婦である著者
が、冷蔵庫の整理から始まり、キッチン、ダイニング、リビングまで、
無駄を出さず、ため込まない、スリムで心豊かな暮らしのヒントをたっ
ぷりと教えてくれます。

「冷蔵庫から始める残さない暮らし」　 中野佐和子　著

　冬から春先にかけて、毎日の天気予報とともに届けられ、話題とな
るPM2.5の飛散情報ですが、その正体や対策はまだ一般的に理解さ
れているとは言い難いもの。本書は大気化学と越境大気汚染の第一人
者である著者が、PM2.5の定義、発生原因から対策法まで、科学的
根拠と豊富なデータをもとに解りやすく解説。また医学的な見地から
の健康への影響、予防法についても識者への取材をもとに詳しく紹介
しています。

「もっと知りたいPM2.5 の科学」 畠山史郎・野口 恒　著

　着なくなった洋服やリボンの切れ端、余った毛糸やボタンなど、身
の回りにある材料を、切ったり、結んだり、指で編んだりするだけで
かわいい小物が作れる簡単手芸の本。針も編み棒も一切必要なし。は
さみやクリップなどを使って、お子さんといっしょに手作りを楽しん
でみませんか？材料の古着を切ったりほどいたりするだけで、洋服が
どのように作られているかもよくわかります。対象年齢 5歳～大人。

「じぶんでつくろう　こどものしゅげい」 大月ヒロ子 作　木村 愛 絵

作品例

【利用規約】

　日頃、西部３Rステーションをご利用いただいている方にも、意外と知られていない
のが貸出図書コーナー。２階受付の横とプレイコーナーに書棚があり、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な料理や掃除方法などのハウツー
本、絵本や児童書まで、約350冊を揃えています。来館の際には、身近な図書館として、
お気軽にご利用ください。

西部3Rステーションの

貸出図書をご利用ください！
西部3Rステーションの

貸出図書をご利用ください！

今月のおすすめ図書



　エフコープ上山門店がレジ袋無料配布の中止を打ち出したのがきっかけです。地球温暖化防止の
ためのCO2削減、ごみの減量、また環境美化の観点からも非常に良い取り組みだということで、エ
フコープと西区役所生活環境課が近隣校区の住民や校区内の他のスーパーにも呼びかけ、マイバッ
グ持参とレジ袋削減のための会が結成されました。

A．
Ｑ．この活動を始めたきっかけを教えてください。

　はい。最初に貸出し用のエコバッグとして地域の方に家庭で使っていないものを提供していただ
き、約2,000枚が集まりました。借りたバッグは協力店舗のどこで返却してもよいという仕組みを作っ
たのもよかったと思います。各校区の公民館だよりなどで繰り返し広報すると同時に、西区の環境
イベントでの啓発活動、地域の小学生が絵を描いた貸出しエコバッグの作製、傘布を利用した貸出
しエコバッグ作り講座、マイバッグ持参運動協力店シールの作製などを通して、徐々にマイバッグ
の持参率が向上していきました。活動当初４５．９％だった協力４店舗のマイバッグ持参率の平均が、
現在は70％強にまで増加しています。

A．

Ｑ．マイバッグ持参を定着させるために、バッグを持たずに買い物に来た方へエコバッグの
　　貸出しを行っているそうですね。

　2009年に福岡県地球温暖化防止活動推進センターが、市民や企業、自治体からCO2削減の取り組
みを募集した「ふくおか減 CO2（げんこつ）自慢大作戦」で最優秀賞に選ばれ、県代表として2010
年2月に開催された環境省主催の「ストップ温暖化『一村一品』大作戦全国大会」に出場しました。
さらに2014年には、地域と企業、行政が協働で活動していること、スーパー 4 店舗間でエコバッグ
の貸出しを行うなど循環型社会の形成に貢献していることが評価され、平成26年度「福岡県循環型
社会形成推進功労者知事表彰を受賞しました。

A．
Ｑ．独自の活動が評価され、県代表として全国大会に出場されたと伺いました。

　現在、３か月に２回程度、定例会を開いて、我々の課題である “マイバッ
グ持参率を100％に近づける” ためにはどうすればいいか、意見や情報を
交換しています。今後はより多くの企業に私たちの活動を理解、参加し
ていただくこと。また食品以外の業種にもマイバッグ持参活動を拡げて
いけたらといいなと思っています。いま、西区内の他の校区からもこの
活動に「参加したい」といううれしい申し出をいただいており、将来的
には西区全体に定着し、レジ袋削減と言えば西区と言われるよう、努力
していきたいと思います。

A．
Ｑ．今後の目標をお聞かせください。

　一人一人の行動は細やかでも、みんなで力を合わせれば、その活動は大きく拡がっていきます。みなさんも買い物へ
行くときは､ぜひマイバッグを手にお出かけください。

５校区から西区全体への拡大を目標に！レジ袋削減活動
5 校区スーパー 4 店舗レジ袋削減作戦チーム会

　福岡市西区で、５校区（城原、西陵、壱岐、石丸、下山門）の自
治協議会環境部門を中心とする地域住民と４つのスーパー（エ
フコープ上山門店、サニー下山門店・福重店、マルキョウ下山門
店）、西区役所生活環境課が連携して、2009年2月にスタート
した「５校区スーパー４店舗レジ袋削減作戦チーム会」。
　『小さなバッグで大きなエコ』を合言葉に、地域ぐるみでマイ
バッグ持参とレジ袋削減に取り組み、今年で丸８年を迎えました。
今回は、自治協議会・環境活動推進協議会代表として地域住民の中心に立って活動を支える､
西陵校区の角芳郎さんと城原校区の中村和男さんにお話を伺いました。

中村和男さん、角芳郎さん（左から）

定例会の様子

  



★体験コーナーの申込方法 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。

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？ 

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下さい。
参加費／無料　事前申込／不要　場所／２Ｆ啓発コーナー
●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

●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
場　所／２Ｆ啓発コーナー　＊基材･テキスト購入可

博多湾

三陽高校

生の松原バス停 天神→

高崎交差点
JR筑肥線
生の松原団地

福寿園 総合
西市民
プール

←前原

西部3Rステーション

三陽高校バス停

     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

今宿駅

●西鉄バス「三陽高校前」より徒歩約2分西部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！

開館時間：10：00～17：00
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

（衣類等の持ち込みは16:00まで）

西部3Rステーション ご利用案内

福岡市西部3Rステーション 検索［ウェブサイト］

生ごみ堆肥相談会

お花のメモスタンド

　　　10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

【申込】随時

毎日

ecoでおしゃれな
マグネットインテリア
　　　10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

身近なもので万華鏡

　　　10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

ボタン deスタンプ

　　　10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

ハーブ入り “リサイクル”
せっけん作り
　　　10:30～11:30
【定員】  10名/日(先着順）
【申込】希望日の３日
前まで

水曜日

体 験 コ ー ナ ー ! すべて無料です！！

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

編集・発行
お問い合せ 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。

　　　10:30～15:00
所要時間30分程度

牛乳パックで
メモ＆フォトブック

トイレットペーパーの芯で
ふわふわウサギ

【申込】随時

毎日　　　10:30～15:00
所要時間30分程度

http://www.fukuoka-seibuplaza.com

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。

牛乳パックで紙すき体験

　　　10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

3 月の「３Ｒ実践講座」

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。【応募方法】

【全３回】ジーンズでショルダーバッグ
日時／平成２９年３月１日（水）・８日（水）・１５日(水 )
　　　１３：００～１６：００
定員／１５名（抽選）　　
参加費／５００円
応募締切／２月２１日（火）必着
持ってくるもの／ジーンズ１本（ベルト部分をはずし、股上・
股下をほどいておく。脇はほどかずそのまま）、内径幅３㎝の
Ｄカンとナスカン× 各２個、直径１．８㎝のマグネットホッ
ク１個、裁縫道具一式、定規、紙用・布用はさみ、筆記用具

【全３回】帯でバッグ２種
日時／平成２９年３月２日（木）･９日（木）･１６日(木 )　１３：００～１６：００
定員／１５名（抽選）　　　　　　
参加費／５００円
応募締切／２月２１日（火）必着
持ってくるもの／【ショルダー】帯または着物１枚、やや厚手の接着芯５０㎝程度、内袋用布５０㎝、
１８㎝ファスナー２本（金属歯とナイロン歯各１）ほか。【トート】帯または着物１枚、帽子つば用最厚
手接着芯５０㎝、内袋用布８０㎝、１８～２０㎝ファスナー１本ほか。
型紙用紙、ものさし、裁縫道具一式、紙用・布用はさみ、筆記用具（帯はほどいてアイロン、着物はほ
どいて洗い、アイロンをかけておく。）※いずれか１つの作製を優先。材料の詳細はお問い合わせください。

【全３回】一閑張
【全３回】

古布で干支の置物作り
（酉とひよこ）

【全２回】古布ぞうり作り
日時／平成２９年３月２２日（水）、２３日（木）、　
　　　２４日（金）
　　　１３：００～１６：００
定員／１５名（抽選）
参加費／５００円
応募締切／３月８日（水）必着
持ってくるもの／家にある竹カゴ、
ザル、お菓子の空き箱等。カゴや
箱に貼る布（着物地や帯地等もよ
い）、和紙、書道の半紙（書き損じ
たもの）、きれいな包装紙など。

日時／平成２９年３月２８日（火）、２９日（水）、　
　　　３０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／３月８日（水）必着
持ってくるもの／裁縫道具一式、化繊綿 ×１５０ g
程度、紙用・布用はさみ、定規、筆記用具。

日時／平成２９年３月３日（金）、１０日（金）
　　　１３：００～１６：００
場所／研修室
定員／１５名（抽選）
参加費／３００円
応募締切／２月２１日（火）必着
持ってくるもの／ぞうり用布（木
綿がよい）５㎝幅×１５m分を
２本（つながなくてよい）、針、糸、はさみ、
ものさし、洗濯ばさみ６個、５本指の靴下

  
◇日時／平成２９年３月１２日 (日 )　１０：３０～１６：００
◇場所／西区役所駐車場 (西区内浜１-４-１)
◇区画／２０区画 (抽選 )
◇申込み／往復はがき、またはＦＡＸ(いずれも１人１枚 )にて、「西区環境フェスタ２０１７フリーマーケット希望」とご記入のうえ、住所、
　　　　　氏名、年齢、電話番号を明記して、ご応募ください。

◇応募資格／市内在住、または市内に通勤・通学する
　　　　　　２０歳以上の方 (販売業者を除く）
◇締切／平成２９年２月２４日（金）

西区環境フェスタ２０１７フリーマーケット出店者募集 出店料無料！出店料無料！
※雨天中止


