
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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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？

2010.10月号
西部３Ｒステーションで 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

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

• 定期開催中 ! •
古布でぞうり作り
日時／１０月１９日（火）　１３：００～１６：００
場所／２階研修室
定員／１５名（抽選）
参加費／１００円
応募締切／１０月９日（土）必着
持ってくるもの／幅７cmに裂いて
包帯状に巻いた布３０m以上

親子３Ｒ教室

３Ｒ物作り教室

体験コーナー

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、ご応募ください。
〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043-2 ・
Fax 092-882-4580

応募方法

手ぶらで体験古布ぞうり作り
日時／１１月１３日（土）
　　　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／１１月４日（木）必着
備考／必ずズボン着用のこと

３Ｒ物作り教室

ご利用
案内

ご利用
案内
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今津エコ菜園

●西部環境サポーター
　倶楽部主催

●循環生活研究所主催

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

生ごみ堆肥相談会

ダンボールコンポスト講習会

「グリーンコンシューマー」という言葉を知って
いますか？この「グリーンコンシューマー」のグ
リーン(Green)とは、緑や草木の色の意味が転じ
て森林や自然、環境を表す意味の色を指し、コン
シューマー (Consumer)とは、消費者を意味しま
す。この二つの単語を合わせた「グリーンコン
シューマー」とは、環境に優しい消費者、すなわち環
境に配慮した品物を選び、購入する消費者のことを
意味する造語です。また、省エネルギー製品などを
積極的に導入することや、さらに広義に渡るとごみ
の分別や省エネルギーに取り組みエコライフを実
践する生活者も含まれます。
環境に配慮した製品は製造にコストや手間がか
かるため、通常の製品より高価である場合が多いの
ですが、グリーンコンシューマーは環境に配慮した
商品を優先して選び、購入します。
私たち一人ひとりが「消費者」として物を買う時
に、環境に配慮した商品を購入するという行動を行
うことで、物を作る側も「消費者」のニーズにあった
商品を作っていこうという方向に変わってくるは
ずです。作り手の意識が変わると、環境に配慮した
商品が市場に多く供給されるようになるでしょう。

このように、一人ひとりの意識の変化が反映さ
れ、作り手の意識を変えていくこともあります。私
たちが更に意識を高め、グリーンコンシューマー
となって環境に配慮したものを選択し、環境を守
ることへと繋げましょう。
（参考文献「EICネット」 http://www.eic.or.jp/）

1. 必要なものを必要な量だけ買う 
2. 使い捨て商品ではなく、長く使えるものを選ぶ
3. 包装はないものを最優先し、次に最小限のもの、
容器は再使用できるものを選ぶ 
4. 作るとき、使うとき、捨てるとき、資源とエネル
ギー消費の少ないものを選ぶ 
5. 化学物質による環境汚染と健康への影響の少な
いものを選ぶ 
6. 自然と生物多様性を損なわないものを選ぶ 
7. 近くで生産・製造されたものを選ぶ 
8. 作る人に公正な分配が保証されるものを選ぶ 
9. リサイクルされたもの、リサイクルシステムのあ
るものを選ぶ 
10. 環境に熱心に取り組み、環境情報を公開している
メーカーや店を選ぶ

グリーンコンシューマー（Ｇｒｅｅｎ Ｃｏｎｓｕｍｅｒ）になろう！

「グリーンコンシューマー研究Web」より引用（平成２２年９月１日現在）
http://www.green-consumer.org/10rules_main.html

グリーンコンシューマーの１０原則

西部3Rステーション
臨時休館のお知らせ

平成22年10月７日（木）は、施設の定期保守点検
のため臨時休館となります。
ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願い致します。

めざせ！
循環型社会 

めざせ！
循環型社会 



答えは・・・③の３００枚です。
みなさんの予想より多く使われているのではないで
しょうか？一年は365日ですので、ほぼ一人一日につき
レジ袋を一枚使っていることになります。日本全国では
年間約300億枚のレジ袋が使用されていると言われてい
ます。レジ袋一枚につき、約18mlの石油が使われてい
るので、もしマイバッグを持ち歩いて、レジ袋の使用を
断れば、日本だけで年間５０万Kl以上の石油の使用を減
らすことができます。一人ひとりの行動で大変な量の石
油の使用を減らすことができるのですね。
最近ではスーパーや小売店で、レジ袋を断ると、値引
きがあったりポイントがついたりして、たまると商品や
金券がもらえるところもあります。
お買い物に行くときはマイバッグを持参して、お財布
と環境のために、レジ袋の使用を断りましょう！

西部３Ｒステーション、ミニ３Rステーションでは、
ご家庭で不用になった大型家具の無料引取（条件あり）
を行っています。市民の方から引き取った家具を西部、
ミニ３Ｒステーションに一定期間展示して毎月１回公
開抽選を行い、必要とされている方に無料で提供して
います。
ドリームギャラリー抽選会（リユース家具の抽選会）

とインターネットドリームギャラリー抽選会を１１月
より以下の日程で開催します。

なお１０月までは、現行どおりとなっております。
この機会に西部、ミニ３Ｒステーションのドリームギャ
ラリーやインターネットドリームギャラリーに是非お
申込ください。

西部３Ｒステーション／インターネットドリームギャラリー
　申込期間：毎月第１土曜日から第３土曜日の14時まで
　抽 選 会：毎月第３土曜日の14時30分から

ミニ３Rステーションドリームギャラリー
　申込期間：毎月第２土曜日から第４土曜日の14時まで
　抽 選 会：毎月第４土曜日の14時30分から

知ってそうで知らなかった、環境についての色々なこと
を考えてみましょう。気づかなかったことに気づくかも。

現在、福岡市ではマイバッグキャンペーンを行い、
マイバッグ持参によるレジ袋の削減に取り組んでい
ます。では、私たちは一年間で、一人どれくらいの
レジ袋を使っていると言われているでしょうか？
①約３０枚  ②約１００枚  ③約３００枚

挑戦!エコクイズ

地球のためにできることから始めましょう！イベント情報イベント情報
環境フェスティバルふくおか2010

3R 物作り体験教室

福岡市では、市民みんなで環境にやさし

い行動の波を起こそう！という意味の「エ

コ・ウェイブ・ふくおか」をスローガンに

地球温暖化の防止や、３Ｒによるごみ減量

などに取り組んでいます。

環境フェスティバルは「エコ・ウェイブ・

ふくおか」のメインイベントとして開催さ

れます。毎年様々な団体が参加し、環境に

関する体験や活動発表の場となっています。

今回西部３Ｒステーションでは、不用に

なった物を再利用した３Ｒ物作り体験教室

を開催します。みなさんもイベントへの参

加を通じて、身近にできるごみ減量や３Ｒ

について考えてみませんか？

熱血熱血熱血熱血

Ｑ１　団体の紹介をお願い致します。
Ａ：西区役所で実施された環境サポーター養成講座の６期
生のメンバーで構成したグループです。活動は、タオ
ルのリユースを推進しており、入院患者さんに利用し
ていただく為に不用になったタオルを利用して帽子を
作り、無償で提供しています。

Ｑ２　なぜこの活動を始めようと思ったのですか？
Ａ：人の役に立ちたい、何かしたいとの思いからです。数
人が集まり、他団体の活動内容を参考とする為に調べ、
話し合いを重ねてこの活動に決定しました。タオルで
作った帽子は手作りでも高い値段で販売されているこ
とを知り、「では私たちが作って少しでも必要として
いる方の手に届けよう」と思いました。

Ｑ３　活動をしていて、やりがいを感じる時はどんな時
ですか？

Ａ：活動を始めてあまり経ってないのでやりがいを感じる
というより、今は必死に帽子作りを行っている段階で
すが、ある時「とても素晴らしい活動をされています
ね。よかったらこのタオルを使ってください。」と言っ
てタオルを寄付してくださった方がいらっしゃいまし
た。エフロクの活動に共感していただいた方がいらっ
しゃったことがとても嬉しかったです。

Ｑ４　活動において大切にしていることは何ですか？
Ａ：「できることを、できる時に、できる人がする」です。
他には、「できないからといって責めないこと」です。
メンバー内で得意不得意の差はありますが、お互いに
協力し合って活動をしています。また、メンバー同志
とても楽しく活動ができています。

Ｑ５　これから取り組みたいことや夢など、今後の目標
を教えてください。

Ａ：世のため、人のために役に立つかを常に考えながら、
リユース活動を主にいろんなことにチャレンジして活
動の幅や人との繋がりを広げていきたいです。また、
来年の夏前までには、入院患者さんに届けることがで
きるように、これから作品をたくさん完成させたいと
思います。受け取った方から早く感想が聞ける日が来
るように頑張ります。

Ｑ６　最近のごみ問題、環境問題についてどう思いますか？
Ａ：最近は気候の変化を直に感じ、ニュースでは、絶滅
危惧種の増加などをよく耳にするようになりました。
環境問題について本気で考えなければいけない時期
になってきているのではないかと思います。ごみ問
題もそうです。養成講座に参加して勉強し、ごみの
最終処分場が足りなくなってきているなどたくさん
のことが問題になってきていることを知りました。
学んだ後、私たちは家庭でごみとして出すものを最
低限にとどめるように努めています。ごみの減量は
家庭の中にあると思います。家庭内で幼い頃からご
み減量について意識し、実践していれば、それが習
慣となり、大人になっても当たり前のようにごみ減
量に努めるようになると思います。

Ｑ７　最後にくるくる便りをご覧の方へメッセージをお
願いします。

Ａ：私たちの身の周りに、ちょっと目をとめると気づく
ことがたくさんあります。

　　みなさんも何かできることはないかと意識してみて
ください。意識することからすべてが変わります！
私たちと一緒に活動しませんか？

エフロクのみなさんは、活動を初めてまだ一年未満のボランティア団体です。
しかし、お話をお伺いしていくと環境についてとても問題意識が高く、みなさんの熱心さに圧倒されてしまいま
した。本日インタビューをさせていただいた４名の方々はみなさん西部３Ｒステーションで実施している「衣類の
リフォーム教室」の受講生でもありました。西部３Ｒステーションで学んだことをぜひ活かしたい！と思われたそ
うです。とても嬉しいお話です。
この日は夕方まで活動をされていてお疲れのご様子と思いきや、インタビューにも楽しく元気に対応してもらい、
大変盛り上がって、その疲れを微塵も感じさせないほどの明るさとパワーで、たくさんの元気をいただきました。
みなさんの表情が本当にいきいきとされていて、少しでも多くの方の力になりたい！という気持ちがとても伝わっ
てきました。
エフロクのみなさんがこれからも熱い思いを持って、活躍することを願っています。

活動に使用するタ
オルが不足してい
ます。未使用で今
後使う予定のない
タオルがありまし
たら、寄付をお願
い致します。
私たちと一緒に活
動しませんか？

エフロクのみなさんへインタビュー

新聞エコバッグ作り、新聞コサージュ作りの
出張、出前講座を致します。

お知
らせ

エフロクの方々とお話して・・・

今月の　
ボランティアさん

■日時／平成２２年１０月２３日（土）・２４日（日）

　　　　１０：００～１６：００

■会場／福岡市役所西側ふれあい広場

※公共交通機関でのご来場にご協力ください

午前の部：10:00 ～ 12:00

午後の部：13:00 ～ 16:00

各回先着２０名

◆１０月２３日（土）

「廃食器を使った多肉植物の寄せ植え」

◆１０月２４日（日）

「古新聞を使った貼り絵ハガキ作り」

「古布でかんたんネックレス作り」

西部・ミニ３Ｒステーションで毎月開催している
ドリームギャラリー（リユース家具の抽選会）の
申込期間と抽選日が
平成22年11月より変更になります。

お 知 ら せお 知 ら せ

問題

告知 の覧

ボランティア活動ボランティア活動ボランティア活動ボランティア活動
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