福岡市西部 3Rステーション情報誌

2017.

10

Vol. 139

3R
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１０月は３Ｒ推進月間です！

グリーンコンシューマー になろう！
地球温暖化やオゾン層の破壊といった環境問題への関心が高まるなか、何かしたいけど自分たちに何ができるの
かわからないと思う人は多いはず。また一方で、環境を大切にする行動について「我慢するのはいや」
「面倒くさい」
「個人でやっても意味がない」と思い込んでいる人も少なくないでしょう。
グリーンコンシューマー（Greenconsumer）とは、直訳すると「緑の消費者」。環境をイメージした緑とコンシュー
マー（消費者）を合わせた造語で、「環境に配慮した消費者」を意味しています。誰もが日常的にしているさまざ
まな 買い物 に、「環境」という視点をプラスするグリーンコンシューマー活動は、商品の作り手や売り手、さら
に経済全体に影響を与えています。

グリーンコンシューマーになるための10原 則
①必要なものを必要な分だけ買う。
②使い捨てを前提に作られた商品ではなく、長く使える物を選ぶ。
③容器や包装のない商品を最優先し、次に最小限のもの、リターナブルびん入り等再利用できるものの順に優先
する。
④商品を作るとき、買うとき、捨てるとき、そのすべての過程において、資源とエネルギー消費の少ない物を選ぶ。
⑤商品が作られてから捨てられるまでの過程で、化学物質による環境汚染や健康への影響が少ない物を選ぶ。
⑥自然や生物多様性を損なわない商品を選ぶ。
⑦輸送エネルギーが少なくてすむ、地場産、国内産を選ぶ。
⑧作る人に公正な分配が保証されている商品を選ぶ。
⑨リサイクルされたもの、またはリサイクルシステムのある商品を選ぶ。
⑩環境問題に積極的に取り組み、環境情報を公開している企業やショップを選ぶ。
１０月は環境省が定めるリデュース・リユース・リサイクル（通称：３R）推進月間。３つめの Ｒ リサイクルにはエネルギー
や費用がかかるため、まずはリデュース（ごみを出さない）とリユース（くりかえし使う）に積極的に取り組むことが大切です。
１０原則をすべて実行することは難しいかもしれませんが、無理なく、納得できるものを１つでも多く実行していくことで、そ
の積み重ねが大きな力となり、社会を変えていく原動力になるはずです。
参考：認定ＮＰＯ法人環境市民ＨＰ・「グリーンコンシューマー」杦本育生著（昭和堂）

２階啓発コーナーにて開催中！

参加費は無料です。

ダンボールコンポスト講習会・
生ごみ堆肥相談会
家庭の台所から出る生ごみを、堆肥にしてベランダや庭の花壇、畑での野菜や花づくりに活用
してみませんか？
福岡市の燃えるごみの約３割を占める 生ごみ ですが、捨てずにひと手間かけるだけで、植
物を育てるために欠かせない、栄養たっぷりの堆肥へ生まれ変わらせることができます。
西部3Ｒステーションでは下記の日程で、定期的に『生ごみ堆肥相談会』と『ダンボールコン
ポスト講習会』を実施。専門知識豊富なボランティアスタッフが、ていねいにアドバイスしてく
れます。
生ごみを使った堆肥作りやダンボールコンポストを始めてみたいけど、方法がわからないとい
う方、始めたもののなぜか上手くいかないという方は、ぜひ気軽にご相談ください（事前申込は
不要）。堆肥作りに必要な基材やテキストの販売も行っています。

●ふくおか環境倶楽部主催
・生ごみ堆肥相談会：
毎週土曜日13：00〜16：00
・ダンボールコンポスト講習会：
毎月第４土曜日10：30〜12：00

●NPO法人循環生活研究所主催
・生ごみ堆肥相談会：
毎月第２金曜日10：30〜14：00

「環境にやさしいお買いもの」

山川 文子

著

大量消費＆大量廃棄の現代、私たちの 買い物 は環境問題と密接につながっています。生
活するうえで、最終的にごみとして捨ててしまうものを少しでも減らすことは大切な心がけ。
執筆や講演、メディア等で広く、省エネや環境に配慮した暮らしを提案する著者が、「私た
ちが買い物を変えれば、世界を救うことだってできるかもしれない。買い物の楽しさはその
ままに、みんなで買い物を変えよう」と宣言する本書。「環境にやさしい買い物とは何か」を
節約や手軽さも含めて紹介するエッセイ集です。

「自然ウォッチングのコツ」

山口 喜盛

著

さわやかな気候の秋はアウトドアを楽しむにはもってこいの季節。頬をなでる心地よい風
や清流の音、鳥の鳴き声や草木の香りに癒されながら自然とふれあう楽しみは、日常生活の
疲れを癒し、大きな充実感をもたらしてくれます。本書では、元丹沢湖ビジターセンター館
長の著者が、身近な家の周りから、里山、水辺、山や森まで、さまざまな自然を観察するコ
ツと、野外を楽しむための注意点、デジタルカメラを使った観察のしかたを、たくさんの写
真を交えて詳しく解説。巻末に紹介されている全国のおすすめ自然観察地も必見です。

福岡市民の身近なオアシス 油山 の豊かな自然を守りたい！
油山自然観察の森『森を育てる会』

市街地に程近い緑豊かな油山市民の森。そのうち約３０ヘクタールを占める「油
山自然観察の森」のカブトムシの森とアカマツ林の保全活動を行っているのが、
ボランティア団体『森を育てる会』です。
平成4年度からの3年間、福岡市が油山自然観察の森で行った「カブトムシの森
整備事業」をきっかけに、平成7年に活動をスタート。以来、20年以上にわたっ
て油山の植物や昆虫、生き物たちが暮らしやすい環境を整備し、守り続けています。
今回は、子どものころから自然観察が大好きという２代目代表の鎌田隆さん（５４）
鎌田さんの手の中にいるのは
に、油山の自然の魅力と会の活動についてお話を伺いました。
希少種のオオゴキブリ。

Ｑ．まずは「油山自然観察の森」の魅力を教えてください。
A． 市の中心部から車でわずか２０分ほどの場所にこんな素晴らしい自然があ

るのに、来たことがないという市民が意外に多いのですが、森を歩くだけで
もめずらしい植物や昆虫がたくさんいて、見て触れることのできるワクワクす
る場所です。私たちが保全活動をしているアカマツの群落も全国的に少なく
なっており、県内で見られるのは油山だけです。

作業に参加したメンバーで記念撮影。

Ｑ．活動の目的は何ですか。
A． 北部九州の森は自然のままに放っておくと、常緑広葉樹のシイやカシが覆っ

て、暗い森になってしまいます。暗い森になるとそこに棲める植物や昆虫な
どの生き物が極端に減ってしまうんです。だから除間伐や草刈りをして、よ
り多くの生き物が共存できるようにしたい。そのための保全活動が私たちの
目的です。
アカマツ林にて萌芽枝やシダ等の草刈り作業。

Ｑ．具体的にどのような活動をしているのですか。
A． 一年を通して月２回の活動日を設け、夏場は草刈り、冬場は伐採が主な作

３か月に一度の「うん・えー会」。

業です。他にも植物や昆虫の調査、専門家を講師に迎えての勉強会、市民
に油山の魅力を知ってもらうためのワークショップ等、さまざまな活動を行っ
ています。
また年４回
「うん・えー会」
（運営会議）
を開き、
活動計画や調査報告、
途中で起きた問題などを話し合っています。

Ｑ．どんなメンバーで構成されていますか。
A． 現在、小学生から７０歳代まで、男女合わせて５５人の会員がいますが、
親子や家族、学生や会社員、退職後の趣味として参加している方などさまざ
まです。自然が好きな方なら知識や技術も必要ありません。それぞれ自分の
ペースで参加しているので、平均すると毎回１５人前後で作業しています。
時々、近くにある柏陵高校の生物部の生徒も手伝ってくれ、みんなで和気あ
いあい楽しくやっています。

Ｑ．やりがいを感じるのはどんなときですか。
A． ボランティアというのは、活動の中にいかに自分たちの楽しみを見つけられ

るかが大事。鳥や昆虫など自分の得意分野で企画を提案したり、特別な知識が
なくても豊かな自然の中で季節ごとの景色や生きものを楽しみたい、思いっき
り汗をかいてリフレッシュしたい、子どもを自然の中で遊ばせたいということで
もいいんです。会員の年代は幅広いけど、職場や学校と違って上下関係もない
ので、気兼ねなく会話ができるのがいいですね。保全のための草刈りや伐採な
どは、遊びに来る市民の目には見えない作業ですが、私たちが楽しみながら頑
張っているこの活動が、油山の豊かな自然を支えていると実感しています。

見学者に油山の森の魅力を紹介。

森の保全作業
で調達した木
材などで作っ
た昆虫の住処
となる「イン
セクトホテル」
。

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?

10月のイベント

1１月の「３Ｒ実践講座」

リユース
陶器市

ズボンでワンハンドル ワイドベストとベレー帽 パッチワーク教室
【全１４回】
バッグ 【全３回】
（８枚はぎ）【全３回】

※参加申込みは
不要。
日時／平成２９年１０月２２日㈰
１０：３０〜１５：００
（持ち込みは１４：００まで）
場所／西部３Ｒステーション
◎持ち込み（無料）
持ち込みできるもの／
洗浄済みの陶磁器（食器等）で、破損が
なくそのまま使用できるもの。
持ち込みできないもの／
鍋類、ガラス・木・プラスチック製品
対象者／市内在住、または市内に通勤、
通学する２０歳以上の方
（販売業者でない方）
※持ち込みは当日に限ります。
◎持ち帰り（無料）
どなたでも持ち帰りできます
（個数制限なし）。
エコバッグをご持参ください
（紙袋の用意はありません）。

日時／平成２９年１１月２日㈭、
９日㈭、１６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／１０月２０日㈮必着

日時／平成２９年１１月１０日㈮、
１７日㈮、２４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／１０月２７日㈮必着

持ってくるもの／ズボン１本(ジーンズでも可)：
ほどかずそのままでＯＫ。裏布：１１０㎝×６０㎝位。
接着芯：１００㎝×６０㎝位。はぎれ：４０㎝×１０㎝位
を３〜４種類。紙用・布用はさみ、定規、型紙用紙、
裁縫道具一式、筆記用具。

持ってくるもの／着物または羽織１枚（ほどいてアイ
ロンをかけておく）
：ウール、紬、絣などがおすすめ。
服地の場合は１００㎝幅×２．４m。
帽子用裏地：約１１０㎝幅×４０㎝。布用・紙用はさみ、
定規（ものさし）、型紙用紙、裁縫道具一式、筆記用具。

※１作目はアップリケのポーチ
（写真は表と裏）

毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

廃材で作る動物
スタンプセット

★体験講座の申込方法★

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

牛乳パックで
メモ＆フォトブック

毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

ecoでおしゃれなマグネット ボタンde
インテリア
スタンプ
毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

持ってくるもの／本体用の布３５㎝×５０㎝、
はぎれ２種類以上、縫い針（四ノ二）、
手縫い糸（６０番手）、
しつけ針、
しつけ糸、
布用はさみ。

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
【応募方法】 はがき、
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。

体験講座！
つまみ細工の
花飾り

日時／平成２９年１１月２８日㈫〜
平成３０年３月２０日㈫
原則毎週火曜日
１３：００〜１６：００
定員／１２名（抽選）
参加費／１，５００円
応募締切／１１月１６日㈭必着

ハーブ入り リサイクル
せっけん作り

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

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、又は西部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

ダンボールコンポスト講習会

生ごみの堆肥化でお困りの方は何でも相談下さい。
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

出店料無料！ 祝日フリーマーケット出店者募集！

出店料無料！「エコフェスタ２０１７」フリーマーケット出店者募集！

日時／平成２９年１１月３日（祝・金） １０：００〜１４：００
場所／西部３Ｒステーション １階ピロティ
区画／１６区画（抽選） ※少雨決行
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（販売業者を除く）
締切／平成２９年１０月２０日㈮（必着）

日時／平成２９年１１月２３日（祝・木） １０：００〜１４：００
場所／西部３Ｒステーション １階ピロティ
区画／１６区画（抽選） ※少雨決行
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（販売業者を除く）
締切／平成２９年１１月９日㈭（必着）

●往復はがき、またはＦＡＸにて「１１月の祝日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、ご応募ください。

●往復はがき、またはＦＡＸにて「エコフェスタ２０１７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、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

←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
［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！

編集・発行
お問い合せ

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→

生の松原バス停

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。

