
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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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

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？

2011.１月号

西部３Ｒステーションで、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？

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 ! •

古ジーンズでバッグ作り【全２回】
日時／１月１８日・２５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／１月１０日（月）必着
持ってくるもの／古ジーンズ、
不要になったワイシャツ１枚、
ファスナー、裁縫道具一式

親子３Ｒ教室

３Ｒ物作り教室

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

古布でぞうり作り
日時／１月２２日（土）
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／１月１３日（木）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

不用品でお雛様飾り作り
日時／２月１日（火）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／１月２１日（金）必着
持ってくるもの／裁縫道具一式

３Ｒ物作り教室

ご利用
案内

ご利用
案内

Vol.58

卵の殻で作った干支飾り（大貫弘子さん作）

●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

最近、新聞やＴＶなどメディアでよく取り上げられている、「都市鉱山」という言葉を
知っていますか？
近年は、電子機器の小型化や利便性の良さから、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機な
どが広く普及していますが、電子機器類は金、銀、銅などの貴金属や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。その電子器機は、新機種へと買い替え
たり、壊れてしまい、すでに使われていないものが多くあります。その中には希少な金属
資源が含まれているにもかかわらず、家庭内に埋もれている場合やごみとして捨てられ
ていることもあるようです。このような状況を都市に鉱石が眠っていると捉え「都市鉱
山」と言われています。資源小国の日本にとって希少な金属の確保につながる「都市鉱山」
の有効活用は、必須の課題であり、回収システムを確立させることが望まれています。
そこで、福岡市内でも民間事業者が事業主体となって、携帯電話やデジタルカメラ等の
使用済小型電子機器の回収ボックスをスーパーやホームセンターに設置し、福岡市も循
環型社会の構築のための協力を行っています。使用済みの小型電子器機をお持ちの場合
は、ぜひ、指定の回収ボックスへお持ちください。(※詳細は２頁)

都市鉱山ってなに？都市鉱山ってなに？
めざせ！循環型社会めざせ！循環型社会

使用済み小型電子機器の回収ボックス設置店舗一覧

「福岡市　小型電子機器」で検索

謹んで新春のご挨拶を申し上げます。昨年は多くの皆様に西部3Rステーション並びにミニ
3Rステーションをご利用いただきまして誠にありがとうございました。本年も多くの皆様
にご利用いただけるよう、企画、運営に職員一同取り組んで参ります。
本年も宜しくお願い申し上げます。 西部３R ステーション

検索福岡市　小型電子機器



熱血熱血熱血熱血

　１１月２３日に開催した西部３Ｒステーション「エ
コフェスタ２０１０」では、ごみ分別とあわせてリ
ユース食器を導入し、ごみの排出量を削減することが
できました。また、エコフェスタの様々なコーナーで
学生のボランティアスタッフが活躍し、イベントを一
緒になって盛り上げていただきました。
　そのようなリユース食器の普及や大学生の環境ボ
ランティアの活動窓口として活躍されているNPO法
人GREEN’Sにインタビューしました。

【西部３Ｒステーション（以下、西）】
NPO法人GREEN’Sとは、どのような団体ですか？
【ＮＰＯ法人ＧＲＥＥＮ’Ｓ（以下、Ｇ）】
　　環境・子育て・まちづくりを三本柱にして活動
をしているNPO法人です。よい環境やよい街を
作るには、人を育てることが大切だと思い、この
３つの事業を展開しています。

　　また、活動においては、NPO法人の専属スタッフ
だけでなく、福岡市内の５大学の環境サークルと
ネットワークを結び、学生スタッフも活動会員と
して協力していただいています。

【西】活動をしていてやりがいを感じるときはどんな
ときですか？

【Ｇ】自分たちが好きで始めた活動なので、全ての活動
においてやりがいを感じます。例えば、今回のエ
コフェスタ2010のように、ごみ分別ブースや
リユース食器を使用したりして、ごみが減ったこ
とを実感したときは、自分たちが環境に少しでも
役に立てたと感じて強いやりがいを感じます。

【西】活動で大切にしていることは何ですか？
【Ｇ】様々なイベントに関わっていると、費用や時

間、労力などの様々な問題により、環境やごみ
減量に対して妥協してしまいそうになること
があります。そんなとき、初心にかえって何を
一番大切にするか目的の再確認をしています。

【西】今後の目標ややってみたいことは何ですか？
【Ｇ】まず一つめは、現在ソフトバンクホークスの公

式戦イベントの前にヤフードームの周囲を市
民や学生と一緒に清掃する「エコデー」という
活動を行っていますが、できればソフトバンク
ホークスやアビスパのイベントの際にリユー
ス食器を使用していただいて、毎回大量に出る
イベント時のごみを減らすことができればい
いなと思っています。

　　もう一つの目標は、市内の全大学にネットワー
クを広げたいと思っています。

【西】現在の環境・ごみ問題についてどのように感
じていますか？

【Ｇ】環境に関心を持つ人々が増えたと実感して嬉
しいのですが、それと同時にファッションのよ
うに流行になっているのではないかと危惧し
ています。

　　ごみ問題は私たちの生活で一番身近で生活に
直結している問題だと思います。関心を持つだ
けでなく、ごみ減量のために少しでも行動を起
こしていただければと思います。

【西】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。

【Ｇ】一人ひとりが環境のことを気に留めて行動を起
こすと、とても大きな力になると思います。みな
さんもまず、身近にできることから始めて、次の
世代に美しい環境を残していきましょう。

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
小型電子機器の資源リサイクルに、

ご協力をお願いします

エコフェスタ2010でのリユース食器の様子

エコフェスタの様々な催しにも協力していただきました

ソニー（株）と福岡市は，平成２２年６月から，携帯電話やデジタルカメラなどの小型電子機器に含まれている
金，銀，銅やパラジウムといった希少な金属資源を回収し，製品の一部として再利用する取組みを実施しています。
皆さんの自宅に眠っている使わなくなったり，壊れてしまった小型電子機器は，ごみとして捨てるのでは
なく，市内のスーパーやホームセンター等３１か所に設置している緑色の回収ボックスへお持ちください！

［イムズ］イムズ　［くらし館］ＪＲ南福岡店　［コーナン］めいのはま店　［サティ］原店　［サニー］松崎店，舞松原店，八田店，
吉塚駅前店，渡辺通店，小笹店，茶山店，七隈店　［ジャスコ］香椎浜店，伊都店　［ナフコ］和白店，多田羅店，
福岡空港店，堤店，西福岡店　［ハローデイ］千早店，松崎店，次郎丸店，橋本店　［マックスバリュ］千早店，福岡空港南店，
次郎丸店　［マルキョウ］井尻店，愛宕店　［ゆめタウン］博多店　［ラ・パレット］桜坂店　［レッドキャベツ］干隈店

今年も１１月２３日にエコフェスタ2010を開催致しました。このイベントは西部３Rステーションをより多
くの方にご利用いただくと共に実際に３Rについて体験を交え、楽しく学んでもらうことを目的に毎年開催して
います。今年は2,200人を越える来場者にお越しいただき、大盛況となりました。また、イベントでのごみを出
さないために、フードコーナーではリユース食器や生ごみ処理機を使用するなど、ごみ減量を考えた取り組みも
行いました。その他には、西部３Rステーションを拠点に活動をされている方や講座の受講生による「作品展」、「リ
ユース（中古）家具の抽選会」、その場で簡単に
作れる「不用品を利用した物作り体験教室」、地
元で取れた「野菜の販売」や「フリーマーケット」、
お子様に大人気の「かえっこバザール」、マイバッ
グを販売した収益金で絵本を購入し、読み聞か
せなどを行う「絵本カーニバル」など、様々な
催しを行いました。
こうして、物を大切に使うという一つ一つの

行動の積み重ねが、ごみを減らすことにつながっ
ているということを、大人から子どもまで楽しく
体験しながら感じてもらえるよい機会であったと
思います。西部3Rステーションでは、日ごろか
ら様々なイベントや講座を行っております。今後
も西部３Rステーションをご利用下さい。

●携帯電話　※専用のボックスに入れてください　●デジタルカメラ
●ポータブル音楽プレーヤー（ＣＤ、ＭＤ、ＭＰ３、カセット）　 ●ゲーム機　
●ビデオカメラ　●電子手帳、電子辞書　●ポータブルラジオ（通勤型） 
●ＩＣレコーダー　●ＡＣアダプター、コード、充電器などの付属品

回収対象（メーカーは問いません）

回収ボックス設置店舗（３１か所（平成２２年１２月１日現在））

●ドライヤー　●シェーバー　●固定電話、ＦＡＸ　●電球、蛍光灯　　　
●記録媒体（ビデオテープ、ＣＤなど）　●乾電池

●個人情報はあらかじめ消去をお願いします。
●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。

回収対象外

回収に際しての
お願い

※サイズ25㎝×8.5㎝以下

大 盛 況大 盛盛 況況 ！！ エコフェスタ２０１０開催報告

【お問い合わせ先：福岡市環境局家庭ごみ減量推進課　092(711)4346 】

NPO法人GREEN’Sのみなさんへインタビュー

回収ボックス
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