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スマートフォンのモバイルバッテリーやデジタルカメラや携帯ゲーム機、
ノートパソコンなど、私たちの身近な製品に多く使われている
小型のリチウムイオン電池。便利で手放せないものですが、使い方や
捨て方を間違えると、大きな火災、事故の原因になるってご存知ですか？

小型充電式電池の
回収電池の回収箱

リチウムイオン電池は正極と負極を持ち、その間をリチウム
イオンが移動することで充放電を行う電池のこと。ほかの電
池に比べて、大容量の電力を蓄えることができるのが特徴で、
それだけに取り扱い方法を誤ると発火や発煙などのトラブルに
つながることがあります。
リチウムイオン電池が内蔵されている電子機器には外側が
プラスチック製や金属製のものも多く、知らずに燃えるごみや
燃えないごみの中に捨ててしまう人が少なくありません。しか
しリチウムイオン電池に使われているリチウム金属が水と合わ
さることで発熱〜発火したり、リサイクル工場の機械に押しつ
ぶされてショート〜発火するなど、近年、ごみ収集車や処理施

火災や事故を防ぐために
【使用するときの注意】
•
•
•
•

製品本体に強い衝撃を与えない。
夏の車内など、高温になる場所に放置しない。
取扱説明書をよく読み、定められた充電方法に従う。
熱くなったり、膨らんだり、異臭がしたらすぐに使用をやめる。

設で火災などの事故が増加しています。
リチウムイオン電池には希少な金属が使われており、リサイ
クルすることで資源を再利用できます。家庭ごみの袋に入れ
て捨てるのは絶対に避け、必ず専用の回収ボックスに入れま
しょう。リチウムイオン電池のほか、ニカド電池、ニッケル水素
電池も回収の対象です。
リ サ イ ク ル マ ー ク

ニッカド電池

ニッケル水素電池

リチウムイオン電池

小型充電式電池のリサイクルマーク

【廃棄するときの注意】

• 電器店やホームセンターなどの販売店、または下記の区役所、
市民センターなど９か所の資源物回収ボックスに設置している
回収箱へ出してください。

■東区役所・博多市民センター・中央体育館・南市民センター・城南区役所・早良区役所・入部出張所・
西区役所・西部出張所 ※利用時間：毎日９時〜１７時（年末年始を除く）
小型充電式電池の回収箱設置場所の検索は https://www.jbrc.com/general/recycle̲kensaku/
※参考:福岡市・公益財団法人日本容器包装リサイクル協会・一般社団法人JBRCの各HP

臨時休館のお知らせ

10月8日（木）は、西部工場の施設点検による送電停止のため、休館となります。

ひと手間かければこんなに長持ち！知らないと損をする食品保存術！
梅雨の長雨や豪雨被害で野菜の価格も高騰。買った野菜は少しでも
新鮮なまま長持ちさせたいですね。今回は野菜の中でも傷みやすい葉野菜の保存法をご紹介します。

キ ャ ベ ツ（冷蔵で約２週間、冷凍で約１か月）
冷

冷

蔵

包丁で芯をくり抜き、濡らしたキッチンペーパーを詰
める。ポリ袋に入れて芯を下に向けて野菜室で保存。
キッチンペーパーは使うたびに取り換えましょう。

凍

使いやすい大きさにざく切りし、冷凍保存袋
に入れて生のまま冷凍。炒め物はもちろん、
熱湯をかけて絞ればサラダや和え物にも。

葉野菜
編

レ タ ス（冷蔵で約２週間、冷凍で約１か月）
冷

冷

蔵

芯を２〜３㍉切り落とし、切り口に小麦粉をたっぷり塗
り付けて水分の蒸発を防ぐ。ポリ袋に入れて、芯を下に
向け野菜室で保存する。

凍

手で使いやすい大きさにちぎり、冷凍保存袋に
入れて生のまま冷凍。スープや炒め物の具に。

ニ ラ・ネ ギ（冷蔵で約１０日、冷凍で約１か月）
冷

冷

蔵

３〜４㌢の長さにカットして保存容器に入れ、水をかぶ
るくらいまで入れて冷蔵庫か野菜室で保存。３日おきに
水を替えれば１０日程度保存できる。

凍

使いやすい長さにカットして、生のまま冷凍用保存袋
に入れて保存。凍結したら袋ごと立てて保存する。

ホ ウ レン ソ ウ・コ マ ツ ナ（冷蔵で約１０日、冷凍で約１か月）
冷

冷

蔵

５分ほど根元から水揚げし、水分を拭き
取り、キッチンペーパーに包んでポリ袋
に入れる。葉先を上に向けて、切った
ペットボトルなどに立てて保存する。

凍

生で保存する場合は、ざく切りして水けを拭き取り、冷凍用保存袋に
入れる。使うときは熱湯をかけるか電子レンジで加熱。ゆでて保存す
る場合は固めにゆでた後４㌢くらいの長さに切り、小分けしてラップ
で包んでから冷凍用保存袋に入れる。自然解凍でおひたしなどに。

タ マ ネ ギ（常温で３〜４か月、冷蔵・冷凍で約１か月）
常

温

冷

洗濯ネットやカゴに入れて、
風通しの良い場所に保存。

冷

蔵

薄皮を向いてキッチンペーパーに包み、
ポリ袋に入れて野菜室で保存。切ったら
ラップで包む。新タマネギや夏場の保存
は常温を避け、野菜室へ。

凍

みじん切りや薄切りなど、使いやすい
形に切って、ラップで包み、冷凍用保
存袋で保存。冷凍保存すると甘みが増
し、短い炒め時間で飴色玉ねぎが作れ
ます。

「フードドライブ」開催中!!

参考資料：ひと目でわかる！食品保存事典（講談社）
・食品の保存テク（朝日新聞出版）

あなたのご家庭に食べきれずに余っている未使用の食品はありません
か？西部３Ｒステーションでは「フードドライブ」を開催中です。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」を通じて、
子ども食堂や福祉施設など食べ物を必要としている方々へ無償で配布
されます。ご提供いただく食品は１点から大歓迎。これまで寄付の方法
がわからず捨てていた食品を持ち寄り、支援の輪を広げましょう。

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

対象食品 未使用・未開封のもの※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。

ご家庭で
余っている食品を
ご提供ください！

9月 イベント
の

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？

アオサの紙すき実 験
いま、世界中の海で問題となっている海洋プラスチックごみ。博多湾も例外ではありません。
そんなふるさとの海の現状を学んだうえで、博多湾のもう一つの“お困りごと”、
大量発生する海
藻
「アオサ」
について、
紙すき実験を通し、
楽しみながらみんなで解決方法を考えてみませんか？

令和２年９月２７日（日） １０：００〜１２：００
定 員 ５組１０名程度
場 所 2階研修室
（抽選） 参加費 無料
応募締切 ９月２０日
（日）必着
日時

持ってくるもの
マスク・飲み物・ハンドタオル

※水を使用するので、汚れてもいい服装でお越しください。

10月

の3R実践講座

着物からドルマンスリーブのチュニック作り【全3回】
日時
定員
参加費

令和2年10月2日（金）
・9日（金）
・16日（金）
13：00 〜 16：00
8名
（抽選） 場 所 2階研修室
応募締切 9月20日
500円
（日）必着

初心者向け・やさしいパッチワーク教室【全8回】
日時
定員
参加費

令和2年10月6日（火）〜11月28日（土）原則火曜日
13：00 〜16：00
8名
（抽選） 場 所 2階研修室
応募締切 9月24日
（木）必着
1000円

衣類のリフォーム教室【全8回】
日時
定員
参加費

令和2年10月7日（水）〜11月25日（水）
毎週水曜日 13：00 〜16：00
8名
（抽選） 場 所 2階研修室
応募締切 9月24日
500円
（木）必着

一重のフリル付き丸首ベスト作り【全3回】
日時
定員
参加費

令和2年10月1日（木）、15日（木）22日（木）
13：00 〜16：00
8名
（抽選） 場 所 2階研修室
応募締切 9月25日
500円
（金）必着

ウールやかすり等、冬素材の生 地を
使って、ゆったりと着心地の良いドル
マンスリーブのチュニック作りを学ぶ。

主な材料

着物１枚
（かすり、
ウール、
つむぎ等、
極厚
でないもの。
ほどいて洗いアイロンをかけ
ておく）
。
１
１０㌢幅 ２１０㌢の布でもよい。

着なくなった衣類の布や手持ちの端
切れ等を使い、パッチワークの小物作
りを学ぶ初心者向け講座。

主な材料

１作目のミニバッグ（写真右）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)。

手持ちの着物や洋服を自分
好みの服や雑貨にリメイクす
る手法を学ぶ。

主な材料

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）。

着物をリメイクした
ワンピース
（作品例）

着物地を使い、フリルの立ち襟がポイン
トの丸首ベスト作りを学ぶ。

主な材料

布：着物片身分(１１８㎝ 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。

端切れでパッチワークのスマホケース作り【全3回】

パッチワークの技法で、細長く残った端切れ
を利用したスマホケース作りを学ぶ。

令和2年10月10日
（土）、17日（土）、31日（土）
13：00 〜16：00
8名
（抽選） 場 所 2階研修室
応募締切 9月25日
500円
（金）必着

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）。

日時
定員
参加費

応募方法

主な材料

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。

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？

ご 来 館 の 皆 さまへ お 願 い
入館されるすべての方へ

講座を受講される方へ

・ご利用はできるだけ少人数でお願いします。

・受講前に、体調確認と体温測定にご協力ください。

・発熱、咳等の症状がある場合は来館をご遠慮ください。

・新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するため、
9・10月に開催予定の3R実践講座、体験講座、生ごみ堆
肥相談会については、状況により実施を見合わせる場合
がございます。何卒ご理解いただきますようお願いいた
します。

・館内はマスク着用でお願いします。
・入口に消毒液を設置していますので、手指の消毒をお願
いします。
・人との距離（2㍍程度）を保つようお願いします。

9月の体験講座！
食品トレイで
マグネットインテリア

すべて無料です！
！

木の枝フォトスタンド
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

ロール芯でペン立て

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 5名/日（先着順）

申込 随時

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

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
日時／毎月第2・第4土曜日
13：00〜16：00

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

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
地下鉄

博多湾

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。

