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「脱プラスチック」で地球にやさしい生活はじめませんか？
軽くて丈夫、衛生的で色彩豊かな製品を安く作ることができるプラスチック素材。しかし一度海に流出す

ると回収が困難となり、自然分解されることなく半永久的に存在し、深刻な海洋汚染の原因となっています。
海に流れ込むプラスチックごみの量は世界中で年間800万トンと言われ、2050年にはプラスチックごみの

重さが海洋中における魚の重さを超えるという予測も。

紫外線で劣化し、波で砕けて5ミリ以下になった「マイクロプラスチック」は、有害物質を吸着しながら海を

漂い続け、それを食べた魚の体内に蓄積されます。その有害物質を含んだ魚を人間が食べることによる人体
への影響も懸念されています。

正しく処理されないと、私たちの視界から消えてもなお形や場所を変えて残り続けるプラスチック。まず

は日常の暮らしの中からプラスチック製品を減らしてみませんか？

「脱プラスチック」商品を選ぼう！
みつろうラップ

セルローススポンジ

みつろうラップとは布にミツロウや
植物性オイルをしみこませたラップのこと。

セルローススポンジとは植物の繊維でできた
100％天然素材のスポンジのこと。

手の温かさで柔らかくなるのであらゆる形にフィットします。
器にかけるだけでなく、使いかけの野菜やパンの保存もOK。
みつろう特有の保湿性で鮮度を長持ちさせてくれます。
使った後は優しく水で洗って自然乾燥。半年程度使用できます。

泡立ちがよく食器を傷つけることもありません。
速乾性や吸水性に優れているので台ふきんとしても使えます。
熱に強いので、煮沸消毒もできて衛生的！

竹製の歯ブラシ

エコストロー

柄の部分に竹や竹の繊維などの
自然素材を使用した歯ブラシ。

洗って繰り返し使えるストロー。

手に馴染みやすく、磨きやすい。
水に強く、竹に抗菌作用があるのでカビの発生も抑制します。

竹、
ガラス、
ステンレスやチタンなど種類はさまざま。
飲み物の味や香りを邪魔せず、丈夫なので長持ちします。

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！
木々が芽吹きはじめ春の訪れを感じる季節。
この時期にしか食べられない野菜がたくさん芽を出します。
それぞれに適した保存方法を実践し、最後まで美味しく食べ切りましょう。

編

じ ゃ が い も（常温で約２か月、冷蔵で約１か月）
常

温

冷

りんごと一緒に新聞紙で包み冷暗所で保存。
室温が15℃を超える時は野菜室へ。

春野菜

蔵

2〜3個ずつ新聞紙で包みポリ袋に入
れる。口を軽く閉じ野菜室で保存。

た け の こ（冷蔵で約５日間、冷凍で約１か月）
冷

冷

蔵

ゆでて皮をむき、食べやすい大きさに切り分
ける。ゆで汁または水をはった保存容器に入
れ冷蔵室で保存。毎日水をかえると長持ち！

凍

ゆでて皮をむき、食べやすい大きさに切り分け
る。水けをふき取り、砂糖を適量まぶして冷凍用
保存袋に入れ保存。凍ったまま調理。

ブ ロ ッコ リ ー・カ リフ ラ ワ ー・ア ス パ ラ ガ ス（冷蔵で約１週間、冷凍で約１か月）
冷

冷

蔵

根元を少し切り落とし、水を入れたグラスに
入れる。ポリ袋をかぶせ、輪ゴムでとめて冷
蔵室へ。3日に1度水を交換。

凍

食べやすい大きさに分けてさっと塩ゆでする。
冷めたら水けをふき取り、冷凍用保存袋に入れ
冷凍室へ。自然解凍または凍ったまま調理。

菜 の 花（冷蔵で約５日間、冷凍で約１か月）
冷

冷

蔵

根元を少し切り落とし、水を入れたグラスに
入れる。ポリ袋をかぶせ、輪ゴムでとめ冷蔵
室へ。3日に1度水を交換。

凍

固めに塩ゆでし、水けをふき取る。小分け
にしてラップで包み、冷凍用保存袋に入れ
冷凍室へ。凍ったまま調理。

ス ナ ッ プ エ ンド ウ・絹 さ や（冷蔵で約１週間、冷凍で約１か月）
冷

冷

蔵

数本ずつまとめて濡らしたキッチンペーパー
で包む。ポリ袋に入れて野菜室へ。

凍

ヘタと筋を取り、重ならないように冷凍用保
存袋に入れ冷凍室へ。凍ったまま調理。

「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）
野菜が長持ち＆使い切るコツ、教えます！(小学館)

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！

４月 3R実践講座
の

西部３Ｒステーションでは、3Ｒ実践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？

着物から一重の簡単作務衣（上下）作り【全４回】
一枚の着物から、初心者にも作りやすい
一重の作務衣上下セットを作る。
日時

令和3年4月1日（木）、8日（木）、15日（木）、22日（木）
13：00 〜 16：00

定員

8名（抽選）

場所

2階研修室

参加費

応募締切

500円

3月20日（土・祝）必着

主な材料

着物１枚（ほどいて洗い、アイロンをかけておく）
。
型紙用紙：模造紙程度の大きさ3枚。定規（長さ50㌢以上）ほか

初心者向けやさしいパッチワーク教室【全8回】
着なくなった服や着物等の布を利用して、パッチワークの
小物作りを学ぶ。初心者向け講座。
日時

令和3年4月6日（火）〜5月29日（土） 原則火曜日
13：00 〜 16：00

定員

8名（抽選）

場所

2階研修室

参加費

応募締切

1,000円

3月24日（水）必着

主な材料

布：2種類（各40㌢ 50㌢）〜12種類（各15㌢ 30㌢）
。
型紙用厚紙1枚。60番手の手縫い糸（布の色に合うもの）ほか。

衣類のリフォーム教室【全8回】
着なくなった手持ちの服や着物を、いま使える服や小物に
リメイクする手法を学ぶ。
日時

令和3年4月7日（水）〜5月26日（水） 毎週水曜日
13：00 〜 16：00

定員

8名（抽選）

場所

2階研修室

参加費

応募締切

800円

3月24日（水）必着

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）
。

着物から二色使いのゆったりベスト作り【全3回】
着物地を2種類組み合わせた、おしゃれで着心地の良い
ゆったりベストを作る。
日時
定員

場所

令和3年4月9日（金）、16日（金）、23日（金）
13：00 〜 16：00
8名（抽選）
2階研修室

参加費

応募締切

500円

3月24日（水）必着

主な材料

着物2柄（一枚は無地か小柄がよい）
。
ボタン：直径1.8〜2.0㌢を4〜5個。

応募方法

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、3〜4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。

3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

はぎれ（布・革）で作る
ストラップ

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
■NPO法人循環生活研究所主催
場所／2F啓発コーナー
日時／毎月第2・第4土曜日
日時／毎月第2金曜日
参加費／無料 申込／不要
10：00〜15：00
10：00〜12：00
※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。

