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４月１日から西部３Ｒステーションでフードドライブが本格スタート！

食べずに捨てていませんか？
ご家庭で余っている未使用の食品をご提供ください！
ご家庭で食べきれずに余っている未使用の食品をご提供いただき、
子ども食堂や福

祉施設等に無償で配布する「フードドライブ」
。家庭での食品ロスを減らすと同時に、
食べ物を必要としている人たちへのサポートにつながる、
環境にも人にもやさしい取り
組みです。西部３Ｒステーションでも新たな試みとして今年1月4日から2月末までの

期間限定で実施し、
予想を上回る数の食品がたくさんの善意とともに届けられました。
そこで西部３Ｒステーションでは4月1日から「フードドライブ」を本格的にスタート

します！ご提供いただく食品は1点から大歓迎、少量でも構いません！これまで寄付す
る手段がわからずに捨てていた食品を持ち寄り、支援の輪を広げましょう！

令和２年

４月１日

（水）

スタート

日時／毎日10：00〜16：00 ※休館日を除く
場所／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

○ お引き取りできる食品（例）

●米

2月に西部３Ｒステーションに届けられた食品の一部

※賞味期限まで1か月以上ある、常温保存可能なものに限ります。

×

● パスタ、そうめんなどの乾麺

● 調味料（醤油、食用油等）● 海苔、ふりかけなど乾物
● 缶詰、レトルト・インスタント食品

● 菓子

● 飲料

お引き取りできない食品（例）

● 賞味期限が1か月未満のもの
● 賞味期限の記載がないもの

● 要冷凍・冷蔵食品

● 開封されているもの

● アルコール（みりん、料理酒等を除く）

P2に関連記事

西部3Ｒステーションの「フードドライブ」で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、
子ども食堂や福祉施設、ひとり親家庭などへ届けられます。
■提供された食品が必要としている人に届くまで
企業・家庭からの寄付 → フードバンク福岡 → 必要としている人・場所へ配送

フードバンク福岡で

は“マッチング”と呼ばれる

仕組みで、
必要なものを必要

な数だけ、
必要な場所に届け
ており、
受取る側も安全に賞
味期限内に使い切ること

※
「フードバンク活用ガイドブック」より

ができています。

フードバンクの役割と｢フードドライブ｣のメリット
フードバンクは賞味期限内でまだ食べられるにもかかわ

らず、印字ミスやパッケージ破損などの規格外で市場では
販売できない商品を企業等から提供してもらい、食品を必
要としている人へ無償で配布する取り組みです。

そのうち、企業ではなく一般家庭からの食品提供を呼び

かける活動が「フードドライブ」です。
「フードドライブ」のド

ライブは活動や運動という意味。つまり食べ物（フード）を
集める運動（ドライブ）というわけです。

単一の食品が大量に集まりやすい企業からの寄付と違

い、多種多様な食品が集まるのが「フードドライブ」のメリッ
ト。地元のフードバンクが先導して行うことで、遠くへ運ぶ

運送費や環境負荷も少なく、少量でも気軽に家庭の食品ロ
スを減らすことのできる地産地消の取り組みです。

フードバンクに食品を受け取りに来る人は多種多様な食

品を必要としています。ご家庭に不用な食品がある方は、ぜ
ひ
「フードドライブ」にご協力ください！

貧困・食品ロス問題とフードバンクの関わり
「貧困」というと、多くの人は発展途上国の子ども

たちの姿を思い浮かべるかもしれません。しかし一
見豊かに見える日本でも、いま7人に1人の子どもが

貧困状態にあると言われ、特にひとり親家庭の半
数以上が貧困に苦しんでいます。

一方、国内でまだ食べられるのに廃棄されてしま

う食品、いわゆる「食品ロス」は年間約643万トン。
その半分近くは家庭から出されたものです。福岡市
が実施している家庭系食品ロス実態調査でも、調

査したゴミ袋の中に何らかの手付かず食品が排出

されていた割合は約40％に及んでいます。食べる
ものがなくて困っている人のすぐそばで、多くの食

品が食べられることなく捨てられている現実があり
ます。

「貧困」と「食品ロス」の問題は、2019年9月に国

連サミットで採択された「SDGs（持続可能な開発

目標）」にも掲げられている世界規模の課題です。
フードバンクの活動は貧困世帯の子どもたちへの

食料支援を通じて、食品ロスと貧困問題の対策にも
貢献しています。

イベント会場での「フードドライブ」の様子

提供されたたくさんの食品が
並ぶ倉庫（フードバンク福岡）

参考：特定非営利活動法人フードバンク福岡HP・福岡市HP・厚生労働省 平成28年 国民生活基盤調査

子どもたちの
笑顔を支える食事
（子ども食堂にて）

5月

の3R実践講座

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？

端切れでパッチワークのスマホケース作り【全3回】
令和2年5月2日（土）、16日(土)、
23日（土） 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 4月21日
（火）必着
日時

持ってくるもの

本体 用 布：40㌢×40㌢1枚。ピースワーク
用：3㌢幅×22㌢程 度の布いろいろ（22㌢
×22㌢の布2種類でもよい）。本体用布に合
う色の糸（60番手の手縫い糸）、見えやすい
色のチャコペン、紙用・布用はさみ、定規、ま
ち針など裁縫道具一式、筆記用具。

着物から半袖チュニックワンピース作り【全3回】
令和2年5月14日（木）、21日（木）、 持ってくるもの
着物または羽織1枚（ほどいて洗い、アイロ
28日（木） 13：00 〜 16：00
ンをかけておく）。90〜110㌢幅×2mの
定 員 15名
（抽選）
布でもよい。型紙用紙、定規、メジャー、紙
参加費 500円
用・布用はさみ、裁縫道具一式、筆記用具。
場 所 2階研修室
応募締切 4月28日
（火）必着
日時

帯で２WAYリュックサック作り【全3回】

※サイドポケット付き

※ビスロンファスナー2種については、1
回目の講座で講師から説明がありますの
で、
2回目の講座の際にご用意ください。

令和2年5月15日（金）、22日（金）、 持ってくるもの
表布：帯1本、帯などの布の端切れ（縦10㌢×横25㌢程
29日（金） 13：00 〜 16：00
度）4〜5枚。裏 布（本体・ポケット用）110㌢ 幅×80㌢
定 員 15名
（抽選）
（古着のワンピースなどを利用してもよい）。長さ20㌢の
参加費 500円
玉突きファスナー4本。長さ60㌢のビスロンファスナー1
本、30㌢のリング付きビスロンファスナー１本。型紙用
場 所 2階研修室
紙、定規、紙用・布用はさみ、裁縫道具一式、筆記用具。
応募締切 4月28日
（火）必着
日時

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。

‼

陶器市
5月10日（日）

開催

大好評

ユ
ー
ス
リ

ご家庭の食器棚や物置に、使わずにしまい込んで
いる不用な陶磁器はありませんか？新品ではないけど
まだ十 分に使える陶磁器があれば、ぜひ西部3Ｒス
テーションの「リユース陶器市」にお持ち込みくださ
い。リユース（Reuse）とはごみ減量のキーワード3Rの
ひとつで「くり返し使いましょう」という意味。日本な
らではの“もったいない”精神から生まれた、環境にや
さしいイベントです。当日はご提供いただいたたくさ
んの陶磁器の中から、好きなものを好きなだけ無料で

日時

令和2年

場所

福岡市西部３Ｒステーション1Fピロティ 磁器を持って、掘り出し物を探しに来ませんか？

10：00〜14：00 ※小雨決行

持ち込み（無料）

持ち帰ることができます。あなたも使わなくなった陶

●持ち込めるもの／洗浄済みの陶磁器（食器等）で、汚れや破損がないものに限ります。
●持ち込めないもの／鍋類（土鍋を含む）
、ガラス・木・プラスチック製品。
●対象者／市内在住、または市内に通勤・通学する方（販売業者は除く）
。
※キズやひび割れ、汚れがないかをご確認のうえ、箱や包み紙は外してお持ち込みください。

持ち帰り（無料） ●対象者／どなたでも持ち帰りできます。※持ち帰りには必ずエコバッグをご持参ください。

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、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？

お知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、4月に開催予定の3R実践講座・
体験講座は状況により実施を見合わせる場合もございます。ご了承ください。

4月の体験講座！
牛乳パックで紙すき体験

すべて無料です！
！

牛乳パックで風車

毎日 10：30〜15：30

毎日 10：30〜15：30

所要時間30分程度

所要時間30分程度

申込 随時

申込 随時

お花のメモスタンド

ハーブ入りリサイクルせっけん作り

毎日 10：30〜15：30

水曜日 10：30〜11：30

所要時間30分程度

定員 10名/日（先着順）

申込 随時

申込 希望日の3日前まで

ロール芯で鯉のぼり飾り

期間限定！体験講座
日時

令和2年4月15日（水）〜5月5日（火・祝）
10：30〜15：30 所要時間30分程度

場所 2階体験コーナー

定員 先着30名

申込 随時
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

体験講座の申込方法 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ください。

■ふくおか環境倶楽部主催
■NPO法人循環生活研究所主催
場所／2F啓発コーナー
日時／毎月第2・第4土曜日
日時／毎月第2金曜日
参加費／無料 申込／不要
13：00〜16：00
10：30〜14：00
※基材・テキスト購入可

福岡市西部３Rステーション
休館 月曜日
日 （休日の場合は開館し、
次の平日休館）

TEL

FAX

092-882-3190 092-882-4580

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）

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
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博多駅
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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。

