
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。

http://www.fukuoka-seibuplaza.com http://www.at-ml.jp/?in=55086
西部・ミニ３Ｒステーションのイベント情報やウェブサイト限定の家具抽選
会や不用品の交換など、くらしに役立つごみ減量・３Ｒ情報が満載です！
（一部ユーザー登録が必要なものもあります）

会員登録を済ませたメール会員の方へ西部・ミニ３Ｒステーションのおススメ
ニュースや最新情報を携帯電話のEメールで、お知らせします。

ウェブサイトウェブサイト モバイルサイトモバイルサイト

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）
TEL： 092-882-3190　FAX：092-882-4580
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検索福岡市西部3Rステーション ＱＲコードで簡単アクセス！
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西部３Ｒステーション  講座・イベント情報

西部３Ｒステーション西部３Ｒステーション ミニ３Ｒステーションミニ３Ｒステーション

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：福岡市博多区三筑2－9
TEL：092-585-0598　FAX：092-585-5435

●西鉄バス「三陽高校前」
　より徒歩約2分

●西鉄バス「麦野四丁目」
　より徒歩約8分
●西鉄天神大牟田線
　「雑餉隈駅」より徒歩約12分

ミニ3Rステーション

福岡市西部3Rステーション情報誌
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【例えばこんな「Refuse（リフューズ）」があります】

編集・発行　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番の2　TEL：882－3190　FAX：882－4580

福岡市西部３Ｒステーションは、環境学習や環境活動の場、
福岡市のごみ減量や３Ｒに関する情報発信の場として、
“循環のまち・ふくおか”の一翼を担う施設です。
今、地球温暖化やごみ問題など様々な環境問題が起きています。
「環境にやさしい循環型社会」を作るため、
私たち一人ひとりが自分たちの生活の中で、できることから
取り組みを進めていくことが大切です。
みなさんも、自分にできることを見つけてみませんか？

福岡市西部３Ｒステーションは、環境学習や環境活動の場、
福岡市のごみ減量や３Ｒに関する情報発信の場として、
“循環のまち・ふくおか”の一翼を担う施設です。
今、地球温暖化やごみ問題など様々な環境問題が起きています。
「環境にやさしい循環型社会」を作るため、
私たち一人ひとりが自分たちの生活の中で、できることから
取り組みを進めていくことが大切です。
みなさんも、自分にできることを見つけてみませんか？
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西部３Ｒステーションでは体験コーナーや各種講座を開催しております。福岡市内にお住まいの方なら、
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？

日時／毎週日曜日
　　　10：30～ 11：30
場所／２階多目的ホール
参加費／無料
定員／１０名（先着順）
申込方法／電話

廃食油で
ハーブ石けん作り

●西部環境サポーター
　倶楽部主催

●循環生活研究所主催

紙すきしおり作り

日時／毎週水曜日
　　　10：30～ 11：30
場所／１階リサイクル工房
参加費／無料
定員／10名（先着順）
申込方法／電話

生ごみ堆肥化で困ったこと
がありましたら何でも相談
ください

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！

場所／２階環境学習室
参加費／無料
事前申込／不要

日時／毎週土曜日
　　　13：00～ 16：30

日時／毎月第２金曜日
　　　10：30～ 14：00

●西部環境サポーター
　倶楽部主催
日時／毎月第４土曜日
　　　10：30～ 11：30
場所／２階環境学習室
参加費／500円
（基材・テキスト代込み）
事前申込／不要

• 定期開催中 ! •
手ぶらで体験古布ぞうり作り
日時／８月２２日（日）１３：００～１６：００
場所／２階研修室　定員／１５名（抽選）
参加費／３００円　応募締切／８月１３日（金）必着
備考／必ずズボン着用のこと

親子３Ｒ教室

親子３Ｒ教室

体験コーナー 生ごみ堆肥相談会

ダンボールコンポスト講習会

ハガキかＦＡＸに①希望講座②住所③氏名④年齢
⑤電話番号を明記のうえ、
〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043-2 ・
Fax 092-882-4580 までご応募ください。

応募方法

親子で廃材木工教室
日時／８月２９日（日）１３：００～１６：００
場所／２階研修室
定員／小学生以上の親子１０組２０名程度（抽選）
参加費／２００円　　持ってくるもの／筆記用具
応募締切／８月２０日（金）必着

３Ｒ物作り教室

ご利用
案内

ご利用
案内
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３Ｒ(※)の次の４つめのＲ「Repair（リペア）：修理する」に引き続き、５つめのＲとし
て「Refuse（リフューズ）:断る」と言われることがあります。このRefuse（リフューズ）
とは過剰な包装を断り、不要なものを購入しないことなどが挙げられます。必要のないも
のを断ることでごみとして出るものを購入しない、もらわないことにより、他に必要とし
ている人に役立ててもらえたり、最終的にごみを減量することへも繋がるため、３Ｒに加
えた環境行動の一つのＲとして注目されています。例えばレジ袋を断ることもその一つ
です。レジ袋を断ることで、結果的にその分のごみを減量することに繋がるのです。
このようにRefuse(リフューズ)は、今すぐにできる環境行動の一歩です。Refuse(リ
フューズ)を実行して、一緒にその一歩を踏み出しましょう。まずはRefuse(リフュー
ズ)することから始めてみませんか？

（参考文献「身近なリユース・リサイクル」）

(※)３Ｒとは、リデュース（Reduce:ごみの発生抑制）リユース（Reuse:再使用）リサ
イクル（Recycle：ごみの再資源化）の頭文字を取ったもので、循環型社会を実現する為の、
最も重要なキーワードとなります。

・　使い捨ての割り箸やスプーンなどを断る・・・・→マイ箸を持参する
・　使い捨ての容器を断る・・・・→マイボトルやマイカップを持参する
・　過剰な包装を断る・・・・→簡易包装のものを選ぶ

５つめのＲって? Refuse（リフューズ）を理解しよう!

西部３Rステーションからの眺め

いりませんいりません



古紙類の回収加工工場に見学に行きました。西部３Ｒステーション内にあるリサイクルボックスで集

められた古紙（新聞、広告、雑紙、段ボール等）のその後の工程を実際に見ることができました。

古紙は回収されてすぐにリサイクルされるのではなく、一度回収業者に搬入され、分別や禁忌品の除

去などは手作業によって行われるなど、様々な人の手を経て製紙工場に運ばれてリサイクルされること

が分かりました。

各地域でも回収拠点が設けられるなど古紙回収が積極的に行われ、古紙リサイクルについての人々の

意識が高まる中で、古紙回収に出す時は禁忌品を混ぜないなど私たち一人ひとりの心がけが求められま

す。みなさんも古紙を出される時は、禁忌品を混ぜないように注意してください。

教えて!

回収された古紙はどこへいくの??

積み上げられた古紙は、一定量

に達すると製紙工場へ運ばれ、

再生紙として生まれ変わります。

禁忌品を取り除かれた古紙は、専

用の機械で圧縮され、ブロック状

に加工され、積み上げられます。

禁忌品（※）を手作業で取り除

き、ベルトコンベアで運ばれ

ます。

パッカー車で運ばれてきた古

紙は新聞（広告可）、雑誌、段

ボール、牛乳パックに分けら

れ所定の位置に集められます。

vol.2私私たちたちのの資源資源回収回収私私たちたちのの資源資源回収回収
有限会社　福岡紙業
古紙の回収、選別、加工の過程見学

禁忌品とは…（※）

「禁忌品」は、紙以外のもので製紙原料にならない異物のことを

言い、混ざると再生する時の妨げとなりますので、分別の時に

混ぜないように心がけましょう。

・粘着物のついた封筒

・防水加工された紙

・裏カーボン紙（複写伝票など）

・感熱紙

・臭いのついた紙

・金・銀などの金属が箔押しされた紙

・プラスチックフィルムやアルミ箔などを

　貼り合わせた複合素材の紙　など

・粘着テープ類　　　・プラスチック製品

・ファイルの金具　　・ガラス製品　など

・金属クリップ類

・フィルム類

・ワッペン類

・セロハン

・布製品
財団法人　古紙再生促進センター

「紙リサイクルリポート」より引用

○禁忌品（一例）

　  以下のものは混ぜないようにしましょう。

○紙以外の禁忌品
　  以下のものは取り除きましょう。

リサイクル
ボックス

室教発啓R3

市民フォーラム「ごみについて徹底討論しよう!!」

ごみ問題は、社会の重要な課題の一つとして認識され、多くの市民、事業者、行政、研究者が取り組ん

でいるところです。

　しかし、最近では、循環型社会の構築は、大量消費、大量リサイクルのシステムの構築であって決して

持続可能な社会システムの構築ではないのではないか、との疑問の声もあがっています。

そこで、この市民フォーラムは、どのような社会が持続的な社会で将来世代につなぐものか、ごみ問題に

ついて徹底的に議論し、参加者が互いに理解を深めることを目的に開催するものです。

西部３Rステーションでは、体験型の環境学習の一環として、今後の活

動に活かすことと併せて各団体と交流を深めることを目的に、西部３Rス

テーションを拠点として活動されているボランティア団体の皆さんと、環

境施設の視察を行う｢３Ｒ体験ツアー｣を実施しました。

当日はあいにくの雨でしたが、参加団体６団体、参加者３１名で北九州

市環境ミュージアムと北九州エコタウンへ行ってきました。

北九州市環境ミュージアムでは、北九州市の深刻な公害問題を克服する

までの知恵と技術について学ぶことができました。また、資源、エネルギー、

廃棄物、環境新技術などについても学び、持続可能な「循環型都市」へ向

けてのヒントを知ることができました。

北九州エコタウンでは、自動車を解体し、解体後は廃自動車を鉄鋼原料

としてリサイクルする「自動車リサイクル事業」と、私たちが普段使用し

ている家電（エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機）を分解・選別を行い、鉄・

アルミ・銅・プラスチックなどを回収してリサイクルを行う「家電リサイクル事業」を見学してきました。

参加者からは、「３Ｒの奥深さを知ると同時に、同行した皆さんとの仲間意識が深まりました。」「北九州市

の環境に対する取り組みを知ることができ、自分の活動の刺激になりました。」などの声が聞かれました。参

加された方々がこの「３R体験ツアー」で学ばれたことが、これからの活動の役に立つことを期待しています。

「体験先行の環境教育と３Rに対する

意識変容～鹿児島大学Sustainable 

Campus Projectの事例～

大前慶和（鹿児島大学法学部経済情

報学科准教授）

重岡昌代／福岡市西区役所生活環境課

森　義孝／ (財)ふくおか環境財団

近藤加代子／九州大学大学院

◆テ ー マ：３Rと環境教育

◆日　　時：平成２２年８月２１日（土）13:00 ～ 16:00

◆会　　場：福岡大学セミナーハウス

　（福岡市中央区六本松３丁目４番２０号　TEL:092-751-8141 ）

◆主　　催：廃棄物資源循環学会九州支部

◆参加 費：５００円

◆対 象 者：市民、事業者、研究者　全体で１００名

◆申込要領：参加希望者はFAX又はE-mailにて氏名、住所、電話番号、

　　　　　　FAX番号を明記の上、下記宛先まで申し込んで下さい。

◆申込期限：平成２２年８月１６日（月）まで

◆申込み先：廃棄物資源循環学会九州支部事務局 宛

　　　　　　〒814-0180福岡市城南区七隈8-19-1

　　　　　　福岡大学工学部社会デザイン工学科水理衛生工学実験室

　　　　　　TEL:092-863-8238 　FAX:092-863-8248

　　　　　　E-mail：kyushu@jsmcwm.or.jp

話題提供

講　師

コメンテーター

熱血!ボランティア活動熱血!ボランティア活動
３Ｒ体験ツアーに行ってきました

でい想い熱

！せや冷を球地
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