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古布で作るねずみのおひな様（3R実践講座講師 小毛田佳代子さん・石橋基子さん作品）
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SDGs（エス・ディー・ジーズ）って知っていますか？
最近、新聞やテレビなど、さまざまな場面で目にする言葉「SDGs（エス・

ディー・ジーズ）」。皆さんはご存知ですか？SDGsとはサスティナブル デヴェ

ロップメント ゴールズの略で、
「持続可能な開発目標」という意味。2015年9月

の国連サミットにおいて、全会一致で採択された世界共通のプロジェクトです。

気候変動や海洋汚染、貧困や飢餓、社会的な格差やジェンダー、テロや紛争
など、世界が抱えるさまざまな問題について、先進国、途上国すべての国が協力
して取り組むことで、かけがえのない地球、人々が人間らしく平和に暮らせる社
会を未来に残そうというもの。2030年までの達成を目指して、17のゴールと
169の具体的なターゲットが掲げられています。
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捨てるときはルールを守りましょう！
福岡市の粗大ごみの申込みと支払いに無料通信アプリのLINEとLINE Payが利用できます！
転勤や就職、進学など、新生活がスタートする春は

利用する場合は、まず「LINE Pay」を利用登録した

まさに引っ越しシーズン。特に家族そろっての引っ越

上で、LINEのアカウント名「福岡市粗大ごみ受付」を

しでは処分したい不用品の量も多く、粗大ごみになる

友だち追加します。あとは画面の質問に答えながら、

と手続きも面倒。処分にかかるお金も必要です。

ごみの品目や個数を選択肢から選んでいくだけ。いつ

引っ越しに限らず、いらなくなった家具や家電、衣類

でもどこからでも利用できる気軽さが、

や本など、まだ使えるものは捨てずにリユースしま

利用者の関心を集めています。

しょう。リユースとはごみ減量のキーワード「3R」の

◀LINE「福岡市粗大ごみ受付」友だち追加

ひとつで、
〝繰り返し使いましょう という意味。例え
ば知り合いに譲ったり、リサイクルショップやフリー
マーケットを利用して手放すのもリユースです。最近

※LINEから申込みできない品目もあります。またLINE Pay

で手数料を支払った後は、申し込み内容の変更や、申し込みを
取り消した際の手数料の返金はできません。

はスマートフォンのアプリでの売買も一般的になって
きました。できるだけごみとして処分するのではなく、
そのままの形で使える方法を考えてみましょう。
どうしてもリユースできない物はごみとなりますが、
福岡市では燃えるごみ、燃えないごみともに指定のご
み袋に入らない大きさのもの、また片手で持ち上げて
指定袋が破れてしまう重さのものは粗大ごみとなり
ます。粗大ごみの収集は有料で、事前に受付センター
への申し込みが必要です。
福岡市ではすでに「福岡市LINE公式アカウント」か
ら、ごみの品目を入力したメッセージを送信するだけ
で瞬時に分別方法を答えてくれるサービスや、LINE
での粗大ごみの収集予約の受け付けを行っています
が、1月28日から新たに粗 大ごみの処 理手数料を
LINEの決済サービス「LINE Pay」で支払える取り組
みを市内全域で開始しました（実証実験中）。

●粗大ごみの申し込み…

粗大ごみ受付センター
TEL ０９２-７３１-１１５３
FAX ０９２-７３１-１１９５

（耳や言葉の不自由な方専用のお問い合せ・申し込み）

受付時間 月〜土曜日 9：00〜17：00
（12月29日〜1月3日は休み）
※高齢者など、粗大ごみを所定の場所まで運ぶことが
困難な方は「持ち出しサービス」
（有料）が利用できます
（1回につき5個まで）。詳しくは粗大ごみ受付センター
にお問い合わせください。
※収集は申し込みから一週間程度あとになります。

ゴールは2030年！

あなたの暮らしの中でできるSDGs、
今日からはじめましょう！
ここ100年の間に人類はものすごいスピードで発展し、私たちの生活は豊かで便利になりました。し
かしその代償として、地球温暖化による気候変動や生物多様性の消失など、地球規模でのさまざまな
問題が起きています。たった一つしかない私たちの地球を、人間をはじめ、すべての生物が快適に暮ら
す未来へ残すため、SDGsは生まれたのです。

目標は、地球上の“誰一人取り残さない”世界
SDGsは2000年の国連サミットで採択されたミレ

すべての国が共通して取り組もうというもの。さらに

ニアム開発目標（MDGs）の後継として誕生しまし

国や国際機関だけでなく、幅広い分野で活躍する企

た。MDGsは主に開発途上国の抱える問題を解決す

業や団体、そして個人までがさまざまな形で関わるこ

るためのもので、2001年から2015年までに達成す

とのできる世界共通の目標として、17のゴールとその

ることを目標として、貧困や飢餓の撲滅、初等教育の

課題ごとに設定された169のターゲット（達成基準）

普及といった8つのゴールが掲げられました。SDGs

で構成されています。ゴール達成の目標は2030年。

はそれらの継続に加え、さらに気候変動や産業革新、

目指すのは豊かさを追求しながら地球環境を守り、そ

格差拡大といったより大きな課題に、先進国・途上国

して世界中の“誰一人取り残さない”世界です。

暮らしの中にも17のゴールに当てはまる行動がいろいろ！
仲間を作って広げよう！
SDGsには、私たちが個人で取り組める身近な課題

うです。どちらも簡単に解決する問題ではありません

もたくさんあります。むしろささやかでも、一人一人が

が、まず消費者がその現実を受け止め、見方を変える

自分の事と捉え、周りの人とつながりあっていっしょ

ことが重要です。

に行動することが、確実に世界を変えることになるの
です。

洋服はリユースしたり、リサイクルする、食品は必要
な分だけを買う、出かけるときはマイバッグやマイボ

例えば、私たちにとって身近なファッションや食の

トルを持参する、清掃活動に参加するなど、これだけ

業界は、地球温暖化や海洋プラスチック汚染などの

でもゴール7・11・12・13・14・17の目標に関わること

環境問題を大きく加速させています。国際連合広報

ができます。日常生活を見直せばやれることはたくさ

センターによると、繊維産業の温室効果ガス排出量

んあるはず。そして自分が始めたこと、取り組んでい

は世界全体の約8％、2番目に水を多く消費する産業

ることを、周りの人に伝えることがとても大切です。

であり、化学繊維が原因のマイプロプラスチックは海

未来の生活環境をより良いものにする活動は、いま生

洋汚染につながっています。しかも繊維のほとんどは

きている私たちの環境も住みやすいものに変えるこ

再生利用ができるにもかかわらず、その約85％はご

とになるのです。

みとして処分されているのです。また年間約600万ト
ンの食品が、まだ食べられるにもかかわらず捨てられ
ている「食品ロス」問題。環境省によると、4人家族1
世帯で年間約6万円相当の食品が廃棄されているそ

西部３Ｒステーション 講座・イベント情報
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、３月の
３Ｒ実践講座の開催をすべて中止させていただきます。なお４月
以降に開催予定の３Ｒ実践講座、４月２９日（水・祝）開催予定の
フリーマーケットについては、募集は行いますが、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「 3 R 実 践 講 座 」
古布でかぶとの押し絵作り【全2回】

初心者向け・やさしいパッチワーク教室【全8回】

日時／令和２年４月４日（土）、１１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／３月２１日（土）必着

日時／令和２年４月７日（火）〜令和２年５月２６日（火）
毎週火曜日 １３：００〜１６：００
０００円
定員／１０名（抽選） 参加費／１，
場所／２階研修室 応募締切／３月２４日（火）必着

持ってくるもの／裁縫道具一式、型紙用紙（菓子箱等の厚紙）、紙
用・布用はさみ、定規、木工ボンド、筆記用具、お手拭き。

※作品見本
持ってくるもの／1作目材料：細長く残った布（幅7㌢程度）いろ
いろ（23㌢×23㌢を7種類でもよい）。印付け用の2B鉛筆または見えやすいチャコペン等。
60番手の手縫い糸（布の色に合うもの）、紙用・布用はさみ、裁縫道具一式、筆記用具。

衣類のリフォーム教室【全8回】

着物から作務衣上下（裏なし）作り【全4回】 一重のフリル付き丸首ベスト作り【全3回】

日時／令和２年４月８日（水）〜令和２年５月２７日（水）
毎週水曜日 １３：００〜１６：００
定員／１０名（抽選）
参加費／８００円 場所／２階研修室
応募締切／３月２４日（火）必着

、
１６日（木）
、
日時／令和２年４月９日（木）
２３日（木）
、３０日（木）
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／３月２６日（木）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）。型紙用紙（模造紙など）、ものさし、紙
用・布用はさみ、裁縫道具一式、筆記用具。

、
１７日（金）
、２４日（金）
日時／令和２年４月１０日（金）
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／３月２６日（木）必着
持ってくるもの／布：着物片身分（118㌢幅
×150㌢の布でもよい）
。別布（襟・バイア
ス用）
：着物片袖分（118㌢幅×80㌢の布で
もよい）
。ボタン：直径1.8㌢×4〜5個。紙用紙、メジャー、
ものさし、紙用・布用はさみ、裁縫道具一式、筆記用具。

持ってくるもの／着物1枚（ほどいて洗い、アイロ
ンをかけておく）。型紙用紙、メジャー、ものさし、
紙用・布用はさみ、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。

生ごみ堆肥相談会

フリーマーケット出店者募集！ 出店無料！

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／２階啓発コーナー 参加費／無料
事前申込／不要 ※基材・テキスト購入可
●ふくおか環境倶楽部主催
日時／毎月第2・第4土曜日
１３：００〜１６：００

日時／令和２年４月２９日（水・祝） 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
１０：００〜１３：００
（販売業者を除く）
※小雨決行
（必着）
場所／１階ピロティ
応募締切／令和２年４月１０日（金）
区画／１６区画（抽選）
【応募方法】はがき、FAX、または西部３Ｒステーション２階受付にて「4月のフリーマーケット
希望」とご記入の上、住所、氏名、年齢、電話番号を必ず明記し、ご応募ください。

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
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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。

