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海洋プラスチックごみを減らすため、いま私たちができることを考えよう 〜シリーズ③〜

自分の暮らしから、プラスチックを減らしませんか？
地球の環境を脅かす 海洋プラスチックごみ問題 。この問題の根底には、私たちが日常的にプラスチック製品
を大量に消費しているという現状があります。
日本のプラスチックごみ処理の半分以上は、焼却して熱エネルギーを回収し、発電などに有効利用する「熱回収」
（サーマルリサイクル）です。しかしこの熱回収にはCO2の排出という別の課題があります。大切なのは、私たち
一人一人が他人事ではなく自分自身の身近な問題として考え、取り組むことです。まずは自分の暮らしの中で、プ
ラスチックを減らすことから始めてみませんか？

マイバッグやマイボトル …、まずは今日、できることから始めよう！
レジ袋や過剰包装を断る

天然素材の衣類を選ぶ

買い物には必ずマイバッグを持参し、スーパーやコンビニ

ナイロンやポリエステルといった化学繊維の

でレジ袋を断りましょう。季節の贈り物やお土産も過剰包

服から出る細かい繊維くずも、海を汚染するマ

装は断り、相手にはその思いもいっしょに届けましょう。

イクロプラスチックの一つ。できるだけ肌にも

マイボトルやマイ箸を愛用する

環境にも優しい綿や麻、ウールなどの天然素材
を選びましょう。

出かけるときは飲み物を水筒に入れ、マイ箸
も持参しましょう。出先でペットボトルの飲料

使い捨て製品をなるべく使わない

を買わなくて済めば節約にもつながります。

繰り返し何度も使えるものを選ぶだけで、家の中のプラ
スチックごみは随分減るはずです。使い捨てをやめて物を
大切に使う、それだけで暮らしも豊かになります。洗剤や
シャンプーの容器も毎回買い替えるのでなく、詰め替え用
を使いましょう。

資源ごみはルールに沿って分別する
ダンボールや新聞紙、雑がみ、びん、ペットボト
ルなど、リサイクルして再利用できるものは、捨
てずに資源回収に協力しましょう。またリサイク
ル製品を積極的に使いましょう。

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？

12月の「3R実践講座」
パッチワーク教室【全8回】

ウールのパッチワークバッグと干支の飾り作り【全3回】

日時／令和元年12月3日（火）〜
令和2年1月28日（火）原則毎週火曜日
13：00〜16：00
定員／12名（抽選） 参加費／1,000円
場所／2階研修室 応募締切／11月20日（水）必着

日時／令和元年12月6日(金）、13日(金)、20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／11月21日（木）必着

持 っ て く る も の ／ ウ ー ル の 古 着（ ス
持ってくるもの／手提げバッグ表布：六角形用20㌢×20㌢を6種類、 カート、ズボン等）数種類。裏袋用布
本体と持ち手用110㌢幅×50㌢。しるし付け用の2B鉛筆または見え （ 7 5 ㌢ × 6 0 ㌢ 程 度 ）。型 紙 用 厚 紙
やすいチャコペン等。60番手の手縫い糸、まち針、ほか裁縫道具一式、 （15㌢×40㌢程度）。紙用・布用はさ
み、ものさし、裁縫道具一式、筆記用具。
紙用・布用はさみ、筆記用具。

衣類のリフォーム教室【全8回】 干支の押し絵作り
日時／令和元年12月4日（水）〜令和2年1月29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／11月20日（水）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。

【応募方法】

古布で鏡餅の置物作り【全3回】

日時／令和元年12月5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／11月20日（水）必着
持ってくるもの／型
紙用紙（菓子箱等の厚
紙）。洗濯ばさみ10個
程度。紙用・布用はさ
み、裁縫道具一式、筆
記用具、お手拭き。

日時／令和元年12月7日（土）、14日（土）、
21日（土）13：00〜16：00
定員／15名（抽選） 参加費／500円
場所／2階学習室 応募締切／11月21日（木）必着
持ってくるもの／型紙
用 紙（ 菓 子 箱 等 の 厚
紙）、紙用・布用はさみ、
裁縫道具一式、定規、筆
記用具、お手拭き。

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。

11月の体験講座！
牛乳パックで紙すき体験 牛乳パックで風車
毎日

すべて無料です！
！

木の枝フォトスタンド

毎日

10：30〜15：30
所要時間30分程度
【申込】
随時

身近なもので万華鏡

毎日

10：30〜15：30
所要時間30分程度
【申込】
随時

毎日

10：30〜15：30
所要時間30分程度
【申込】
随時

10：30〜15：30
所要時間30分程度
【申込】
随時

ペットボトルで作るけん玉 食品トレイでマグネットインテリア

ハーブ入り リサイクル せっけん作り

毎日

毎日

10：30〜15：30
所要時間30分程度
【申込】
随時

★体験講座の申込方法★

毎日

10:30〜15:30
所要時間30分程度
【申込】
随時

水曜日

10：30〜15：30
所要時間30分程度
【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。

場 所／２Ｆ啓発コーナー
参加費／無料
事前申込／不要

■ＮＰＯ法人循環生活研究所主催 ■ふくおか環境倶楽部主催
日時／11月9日
（土）
13：00〜16：00

日時／11月8日
（金）
10：30〜14：00

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）

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）

西鉄バス

西部３R
ステーション

http://www.fukuoka-seibuplaza.com
始めました

編集・発行／ 公益財団法人

福岡市営
地下鉄

博多湾

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/

〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043番地の2

ツイッターを

10：30〜11：30
【定員】10名／日（先着順）
【申込】希望日の3日前まで

生ごみの堆肥化でお困りの方は何でも相談ください。

生ごみ堆肥
相談会

TEL

つまみ細工の花飾り

博多駅
天神方面

姪浜駅
西鉄バス

地下鉄

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。

