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今年は家族みんなで 省エネ にチャレンジ！（節水編）
毎年８月１日は「水の日」。暑い夏は一年で最も水の使用量が増える時期でもあり、水資源の有限性や水の大切さについて、
改めて考えたい季節です。
平成２９年度の市政アンケート調査によると、日ごろから節水を心がけていると答えた人は「常に心がけている」「どち
らかと言えば心がけている」を合わせた節水派が実に９２.０％。過去に重大な水不足を体験した福岡市民ならではの節水
意識の高さと言えます。ちなみに福岡市民全員が１人１日バケツ１杯（１０ℓ）の節水をすると、一年間で節約される水の
量は約５７０万㎥。これは福岡市が取水している曲渕ダム（早良区曲渕）２個分の貯水量に相当し、大きな水資源開発と同
じ効果を得ることができます。私たち一人ひとりが日常生活の中で水を大切にすることが、節水型都市づくりの大きな柱と
なっていきます。

家庭でできる上手な節水術
風

呂／風呂を沸かすときは適温・適量を心がけ、できるだけ家族全員間をあけず、効率的な入浴を
心がけましょう。さらに残り湯を洗濯や拭き掃除、散水などに利用すると、１日約９０ℓの節
水となります。
シャワーを２０分間使うと、約２４０ℓの水が流れます。蛇口の開閉はこまめに行いましょう。

台

所／炊事で特に水を多く使用するのが食器洗い。油汚れなどはあらかじめ紙や布でふき取り、ため
洗いをするのがおすすめ。さらに蛇口の開閉をこまめにすると１日約８０ℓ節水できます。

洗

濯／洗濯はできるだけまとめ洗いをし、ためすすぎを心がけることで節水効果が期待できます。ま
た洗剤洗いの際に風呂の残り湯を使うと、洗浄力もアップします。

水洗トイレ／トイレの大小レバーはきちんと使い分けましょう。大レバーに比べ、小レバーは一回につき
約２ℓ節水できます。
歯磨き／歯を磨くとき、３０秒間水を出しっ放しにすると、約６ℓの水が流れてしまいます。コップに汲
んで磨けば約０.６ℓ程度の水ですみ、５ℓほど節水できます。
参考：福岡市水道局HP

夏休み親子自然観察会

参加者募集！

親子で自然に親しみ、動植物の観察を通し、自然を体感しよう！
夏休みもそろそろ中盤、小学生のみなさん、自由研究の課題はもう決まりましたか。
西部３Ｒステーションでは、親子で身近な自然を観察し、その不思議さや大切さを学ぶ「夏休み親子自
然観察会」を下記の日程で行います。場所は西区上ノ原にある自然豊かな「福岡市立今宿野外活動セン
ター」。親子で遊びながら自然とふれあい、楽しい夏休みの思い出を作りませんか。

●日時：平成３０年８月１９日（日） １０：００〜１５：００
●場所：福岡市立今宿野外活動センター（福岡市西区今宿上ノ原２１７−２）
●定員：１５組（小学生と保護者）
●参加料：無料
●応募締切：平成３０年８月７日（火）
●準備するもの：帽子、タオル、水筒、弁当、雨具、筆記用具
※汚れてもいい服装（長袖・長ズボン）でご参加ください。

応 募 方 法

はがき、ＦＡＸ、または西部３Ｒステーション２階の受付で、「夏休み親子自然観察会」と
記入し、 ①住所 ②氏名 ③年齢 ④電話番号を明記してお申し込みください。
抽選のうえ、当選者のみはがきで詳細をご案内いたします。

※写真は全て昨年の様子です。

散歩で暮らしで

「エコな手づくり雑貨」

蔭山 はるみ

著

人それぞれ価値観が違うように、 ごみ に関する考え方もさまざま。誰かがごみとして捨ててしま
うものの中にも、魅力的な素材はたくさんあります。本書では「かわいくって捨てられない！」が口ぐ
せの著者が、「いつか使えるだろう」と集めたさまざまな素材を、おしゃれで使える雑貨に変身させる
ハンドメイド術を紹介しています。材料も散歩で見つけた貝がらや石ころ、中身を使い終えた空きび
んや木箱など、自然の中や家の中で手軽に見つけられるものばかり。作り方もわかりやすく簡単です。
お金をかけなくても心豊かになれるエコな手づくり生活、あなたも始めてみませんか。

「野にあそび 野でつくる」 まんがさんからの手紙

吉原 一夫

著

「 自然を大切に と言っても自然に触れなくては何もわからない。そこに多くの生命が息づくことを肌
で感じてこそ理解し得るもの」と語る著者の まんがさん こと吉原一夫さんは、野あそびとネイチャー
クラフトの達人です。本書には、木の枝や木の葉、どんぐりなど、さまざまな自然素材を使ったおも
ちゃ作りや昔なつかしい伝承遊びなど、まんがさんの体験から生まれたプログラムやレシピが盛りだ
くさん。楽しいエッセイとイラストで詳しく紹介されています。夏休み、親子で近くの野山に出かけ、
自然の中で手づくりを楽しんでみませんか？

先輩から後輩へ！

もったいない と 助け合い の精神から生まれた制服リユース活動
福岡市立原中央中学校ＰＴＡ
数年前、制服代が払えず、入学式から数日間学校に行けなかった男子中学生の記
事を新聞で目にしました。制服に限らず、塾や部活、修学旅行など、中学生活にかかる費用を
経済的に大きな負担と感じている保護者は少なくありません。そんななか、少しでも手助けになれ
ばと卒業生から不用になった制服を譲り受け、後輩たちに安価で譲る制服の「おゆずり会」を行っ
ているのが早良区の原中央中学校ＰＴＡの皆さん。３０年近く続いている 制服リユース の取り
組みについてお話を伺いました。

Ｑ．制服リユースを始められたのはいつですか。
A． １９９０年からと聞いていますので、今年で２９年目になります。主に
ＰＴＡの１学年委員会が中心となって取り組んでおり、毎年１０月に行わ
れる友愛セールと、２月の新入生保護者説明会の会場で展示、販売し
ています（本年度は周年行事の関係で２月のみ実施）。

Ｑ．どんな方法で回収されていますか。
A． 本校のホームページや公民館の広報活動を通して校区の方々に呼びかけ、校舎内と公民
館に設置した回収ボックスに入れていただくという回収方法です。もちろん保護者の皆さ
んにも広く声かけをして、寄付をお願いしています。

Ｑ．毎年、どのくらいの数の制服が集まりますか。
A． 夏物と冬物の学生服、カッターシャツ、ブラウス、体操服、
通学用カバン等、６０〜１００点ほどが集まります。いただいた
制服はものによって数百円から千円程度で販売し、売り上げは
年間一万円程度。バザーの収益金としてＰＴＡの活動費に充てて
います。

Ｑ．制服リユースの取り組みについて、お考えをお聞かせください。
A． 公立中学校とはいえ、制服代は男子で約３万円、女子で約４万円。体操服や通学カバン
等を合わせると、入学時にかかる費用は１０万円余りに膨らんでしまいます。中学生は体も
大きく成長する時期なので、在学中に買い替えが必要になるケースも少なくありません。経
済的事情に限らず、兄弟、姉妹のいるご家庭にとってもありがたいシステムですよね。同時に、
物を大事にする気持ちや、自分は着なくなっても、まだ十分着れるものは
ごみとして捨てるのではなく、必要とする人に使ってもらう、そんな リユー
ス

の大切さを子どもたちにも保護者にも意識してもらえる意義のある取

り組みだと思います。今後も原中央中学校の伝統として継続していきた
いし、ほかの学校にもこの取り組みが広がっていけばうれしいですね。

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、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。

9月の「３Ｒ 実 践 講 座 」
作務衣上下（裏付き）作り【全４回】

初心者向け長袖ブラウス作り【全３回】

日時／平成３０年９月６日㈭、１３日㈭、２０日㈭
２７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／８月２３日㈭必着

日時／平成３０年９月７日㈮、１４日㈮、２１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／８月２３日㈭必着

持ってくるもの／袷（合わせ）の着物１枚（ほどいて洗い、アイロンをかけておく）。
単衣の着物を使用する場合は、裏地として９０㎝幅×３ｍ程度が必要。型紙用紙、
紙用・布用はさみ、定規、裁縫道具一式、筆記用具。

持ってくるもの／着物または羽織（ほどいて洗い、アイロンをかけておく）。
９０〜１１０㎝幅×１８０㎝の布でも可。型紙用紙、紙用・布用はさみ、定規、裁縫道具一式、筆記用具。

唐辛子のタペストリー作り【全２回】

衣類のリフォーム教室【全８回】

日時／平成３０年９月８日㈯、１５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／８月２４日㈮必着

日時／平成３０年９月１２日㈬〜１０月３１日㈬
原則毎週水曜日 １３：００〜１６：００
定員／１０名（抽選） 参加費／８００円
応募締切／８月２４日㈮必着

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）、
持ってくるもの／型紙用厚紙、紙用・布用はさみ、定規、裁縫道具一式、筆記用具。 裁縫道具一式、
ものさし、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。

８月の
体験講座！
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

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

のこり芯で
ペン立て
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★

古布で
つるし飾り

牛乳パックで
紙すき体験

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

はぎれ
（布・革）
で作る
ストラップ
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、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
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／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

「いとにぎわい祭りフリーマーケット」
出店は無料です！
出店者募集
日時／平成３０年９月２４日(祝・月)１０：００〜１５：００
場所／さいとぴあ
（福岡市西区西都２−１−１
ＪＲ九大学研都市駅前）
区画／２０区画（抽選） ※雨天中止
応募資格／市内在住、または市内に
通勤・通学する２０歳以上
の人（販売業者でない方）
締切／平成３０年９月１１日（火）
（必着）

【応募方法】

往復はがき、またはＦＡＸで「いとにぎわい祭りフリーマーケット」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。
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

ハーブ入り リサイクル
せっけん作り

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。

