9

福岡市西部 3R ステーション情報誌

2013.

Vol.90
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？

３R
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めざせ!
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『絵画造形教室 おそらのぞうさん』主宰 保坂 真紀さん作品
「おともだちのかお」
（弁当の蓋を再利用）

シェールガスとは

最近、新聞や TV でエネルギー問題が取り上げられていますが、その中で「シェールガス革命」
と言った言葉が出て来ます。その「シェールガス」って何でしょうか。
地下深くにあり泥岩の中でも固い頁（けつ）岩（シェール）層に存在している無色の天然ガスで、
層の名をとって「シェールガス」と呼ばれています。天然ガスであるシェールガスの主成分はメタ
ンで、LNG( 液化天然ガス ) と変わらないのですが、従来のガス田とは異なる場所にあるため「非
在来型天然ガス」とも呼ばれています。
「シェールガス」は、石炭や石油などに比べて二酸化炭素（CO2）の排出量が少なく、温暖化防
止の観点からも普及が求められています。
今まででは、採掘するのが難しかったのですが、最近、技術的に採掘が可能となり、シェールガ
スは活用可能な資源として注目されているようです。
しかし、一方では課題があり、破砕に必要な化学薬品や地中に漏出したメタンが水源や土壌を汚
染する危険性が指摘されています。また、回収段階での大気中へのガス漏出も懸念されており、二
酸化炭素の 20 倍以上の温室効果をもつメタンの大量漏出が現実になると、地球温暖化が加速しか
ねないとも言われています。
新たなエネルギー資源が発掘されてもそれを使うまでには課題はあるようです。私達は、これか
らも限りあるエネルギーの無駄遣いをしないようにしなければなりません。次世代のためにも資源
を大切にしていきましょう。
参考文献：環境 goo

夏休 み企画
親子自然観察会を開催しました！！
７月28日
（日）
に室見川河畔公園で親子自然観察会を開催しました。
たくさんの生き物が生息する室見川で子どもたちに自然に触れて、
自然の大切さや生き物の生態系
を学んでもらおうと開催しました。
観察会では昆虫や植物などを観ながら楽しく自然の中を散策し、川の中に入り、網を使って川魚や
カニ、エビなどの生き物を捕まえて観察しました。普段、何気なく見ている川ですが、よく観察すると
そこにはたくさんの生きものがいて、自然の中で私達も含め「生きも
の同士の命がつながっていること」を自然から学びました。
参加者からは「カニが捕れてうれしかった。」、
「ウシガエルのオタマ
ジャクシは黒い斑点があるんだ。
」
、
「キアゲハの幼虫は綺麗な黄緑で
かわいい。
」
などの声が聞かれました。

使用済小型電子機器回収ボックスを設置しました。
８月１日
（木）
に西部 3R ステーションでは、
「使用済小型電子機器回収ボックス」
を設置しました。
携帯電話などの使用済小型電子機器には、金、銀、銅などの貴金属に加え、パラジウムなどの「レ
アメタル」
と呼ばれる貴重な資源が含まれています。
ご家庭で不用になった以下の回収対象品を是非、お持ち下さい。
●回収対象
回収ボックスの投入口（25 ㎝ ×8.5 ㎝）から投函できる
小型電子機器と付属品
《例》
・携帯電話
・固定電話
・カメラ
・IC レコーダー
・ラジオ
・音楽プレーヤー
・電卓
・ゲーム機
・コード類
・イヤホン
・リモコン
・充電器など
《注意事項》
・個人情報はあらかじめ消去してください。
・電池は抜いてください。
・回収した小型電子機器の取り出し、ご返却には応じられません。
・製品は壊れていてもかまいません。

『剪定枝のチップでカブト虫を育てよう！』
を開催しました。
５月から７月にかけて、『剪定枝のチップでカブト虫を育てよう！』と題してカブト虫の幼
虫と成虫をプレゼントしました。
カブト虫の寝床に公園や庭の樹木などの剪定枝をリサイクルして出来た堆肥の“ふくよか
チップ”を利用し、ペットボトルを使った飼育ケース作りを行いました。
カブト虫を幼虫から育てることで生き物を大切にする心を育んでもらえたと思います。
参加した子どもたちからは「早く成虫にならないかな。」と声が聞かれました。
また、７月 21 日（日）には 3R ステーションで生まれたカブト虫を子どもたちにプレゼン
トしました。初めてカブト虫に触れる子どもたちも多く、たくさんの笑顔に出会うことが出
来ました。

講座におじゃまします Vol.11

ロングブラウスとタンクトップ作り

今回は、８月１日（木）、８日（木）、15 日（木）と全３回
にわたり実施されたリフォーム教室「ロングブラウス
とタンクトップ作り」におじゃましました。
ご家庭で不用になった薄地の着物や洋服がロングブ
ラウスやタンクトップに変身しました。
参加者の方からは「着物のリサイクルに役立った。」
「涼しげなブラウスとタンクトップができてとてもう
れしい。
」
などの声を聞くことが出来ました。

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、体験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？

祝日フリーマーケット出店者募集！

• 体験コーナー ! •

日時／平成 25 年 10 月 14 日
（祝）
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） ※小雨決行
応募資格／ 20 歳以上の人
（販売業をしていない方）
締切／平成 25 年９月 23 日
（月）
（必着）
応募方法：往復ハガキか FAX（１人１枚）に①
「10/14 祝日フリーマーケット
希望」
②住所③氏名④年齢⑤連絡先を必ず明記し、
ご応募ください。

3Ｒ実践講座

毎週開催

水 曜 日
ハーブ入り“リサイクル”
石けん作り

●時間 10:30～11:30
●定員 10 名／日（先着順）
●申込締切 希望日の 3 日前まで

着物でワンピースとスカーフ作り【全３回】
日時／ 10 月２日
（水）
、
９日
（水）
、
16 日
（水）
13:00～16:00
場所／２階研修室 定員／ 15 名
（抽選）
参加費／ 500 円 応募締切／９月 23 日
（月）
必着
持ってくるもの／裁縫道具一式、
型紙用紙、
着物（ほどいた物）
または無地と柄物の布
（1m×1m、
多めに）

土

曜

裂き織り体験！コースター作り

衣類のリフォーム教室【全 12 回】
（毎週木曜日）
日時／ 10 月３日
（木）
～ 12 月 26 日
（木）※10/10 は休み
13:00～16:00
場所／２階研修室 定員／ 10 名
（抽選）
参加費／ 1,000 円 応募締切／９月 23 日
（月）
必着
持ってくるもの／裁縫道具一式、型紙用紙、筆記用具、リフォームしたい着物、洋服。
10 月ベスト（型紙の取り方）、11 月チュニック、12 月ブラウスとパンツ（秋冬物）

着物地を使ったフード付きリバーシブルベスト作り【全３回】
日時／ 10 月４日
（金）
、
11 日
（金）
、
18 日
（金）
13:00～16:00
場所／２階研修室 定員／ 10 名
（抽選）
参加費／ 500 円 応募締切／９月 23 日
（月）
必着
持ってくるもの／裁縫道具一式、
型紙用紙、
着物２種類
（できれば同じ素材）

すべて
無料です!

●時間
10:30～15:30
（随時）
のうち、1 時間程度
●定員
6 名／日（先着順）
●申込締切
希望日の前日まで

日

木の枝で鉛筆作り

●時間
13:30～15:30
（随時）
のうち、1 時間程度
●定員
10 名／日（先着順）
●申込締切
希望日の前日まで

日 曜 日
牛乳パックで紙すき体験

●時間 10:30～11:30（随時）
●定員 10 名／日（先着順）
●申込締切 希望日の前日まで

手ぶらで体験！古布でぞうり作り

体験コーナーの
申込方法

日時／ 10 月 23 日
（水）13:00～16:00
場所／２階研修室 定員／ 15 名
（抽選）
参加費／ 500 円 応募締切／９月 23 日
（月）
必着
持ってくるもの／無し 備考／必ずズボン着用

電話か FAX、
又は西部 3R ステーションの２階受付で①体験内容
②住所③氏名④年齢⑤電話番号を必ず明記しお申込下さい。

臨時休館日のお知らせ

3R 実践講座の応募方法

平成 25 年10月10日（木）はクリーンパーク
西部の施設点検等により臨時 休館とさせて
頂きます。

往復ハガキ、
FAX、
又は西部３ R 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。
〒819-0162 福岡市西区今宿青木 1043-2
Fax 092-882-4580

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。
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。
●ふくおか環境倶楽部主催
日 時／毎月第４土曜日 10:30～12:00
参加費／５００円
（基材・テキスト代込み）
事前申込／不要

西 部３Ｒステーション
ご利用案内

●西鉄バス「三陽高校前」
より徒歩約 2 分

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

ウェブサイト

博多湾

←前原

天神→

生の松原バス停

今宿駅
今宿 IC

三陽高校●

JR 筑肥線

生の松原団地

高崎交差点

捨六町 IC
国道202号線バイパス
三陽高校バス停

福寿園●

西部3Rステーション

総合
西市民
プール
●

URL http://www.fukuoka-seibuplaza.com

福岡市西部3Rステーション

検索

編集・発行 財団法人 ふくおか環境財団
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

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！

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。
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