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福岡市西部3Rステーション情報誌福岡市西部3Rステーション情報誌

るる 便便りりるる

廃木材とどんぐりで作った“森の仲間たち”
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　家庭の台所から出る野菜くずやお茶殻などの生ごみは、福岡市の家庭から出される燃え
るごみの約３割を占めています。“汚いもの、要らないもの”として捨てている生ごみですが、
実は栄養価の高いおいしい野菜をつくる堆肥のもとになるのをご存知ですか。

　本来、食べ物から出る生ごみには、人間が健康に生きていくために欠かせないビタミンや
ミネラル、酵素、ファイトケミカル※といった未知の栄養成分が豊富に含まれています。
　収穫され、調理される中で、生ごみとなった野菜くずは、食べ物としての“いのち”をいっ
たん終えますが、土に還すことで土の中の目に見えない微生物の働きによって堆肥化され、その栄養成分は
“いのち”を絶つことなく、そこで育つ野菜の栄養素として、再び私たちの“いのち”を支えてくれるのです。
　「生ごみリサイクル堆肥づくり」は、ごみの焼却費用の節減やＣＯ２（二酸化炭素）の削減といった地球
環境にやさしい取り組みであるとともに、土を肥やし、元気な野菜と健康な身体をつくってくれる一石二鳥
のエコ活動です。マンション等の集合住宅でも、ダンボールや発泡スチロールの箱
を利用すれば、ベランダで簡単に取り組むことができます。
皆さんも生ごみ堆肥づくりを始めてみませんか。

生ごみリサイクルでつなぐ の循環生ごみリサイクルでつなぐ“いのち”の循環

お知らせ

・西部３Ｒステーションでは、定期的に「生ごみ堆肥相談会」や「ダンボールコンポスト講習会」を
　開催しています。開催日時は最終面でご確認ください。
・１２月８日（木）「生ごみリサイクルで元気野菜作り」をテーマに、長崎県佐世保市を拠点に活動
　するＮＰＯ法人「大地といのちの会」代表・吉田俊道氏の講演会を開催します。
　申込み方法等の詳細は次ページおよび最終面の講座・イベント情報をご覧ください。

※ファイトケミカルとは：植物の色素や香り、アクなどの成分に含まれる化学物質のこと。
抗酸化力や免疫力を高め、健康の維持、改善に役立つ栄養素として期待されています。緑茶に

含まれるカテキンや大豆に含まれるフラボノイド、人参やかぼちゃに含まれるカロテン等、

現在約 1500種類のファイトケミカルが発見されています。



　「生ごみ先生のおいしい食育」（西日本新聞社刊）等の著書で知られ、“元気野菜づくりから元気人間作り”
をテーマに全国を飛び回る、ＮＰＯ法人「大地といのちの会」（長崎県佐世保市）代表・吉田俊道さんの講演
会を開催します。
　現代人にこそ知ってほしい、目からウロコの “土と食” の話。「ミネラルたっぷりの元気な土で育った野菜
の栄養を余すことなくいただくことで、人間の体だけでなく、心まで健康にしてくれる」等々、話を聞いた
その日から、自分の食生活を見直し、教わったことを実践したくなること間違いなしです。さあ、大人も子
どももみんなで元気になりましょう！

NPO法人「大地といのちの会」

吉田俊道氏講演会

生ごみリサイクルで元気野菜作り
～土が変わる！野菜も人も元気になれる！～

日時：平成２８年１２月８日（木）　１３：００～１５：００
場所：西部３Ｒステーション２階研修室
参加費：無料

まずは…
まずは…

11月23日（祝・水）10：00～15：00　会場：福岡市西部３Ｒステーション
　西部３Ｒステーションの秋恒例イベント『エコフェスタ２０１６』。今年も「環境たくみの会」
のほか、たくさんの環境活動団体と共働で、ワークショップやステージイベント、フードコーナー
といった、家族みんなで楽しめる盛りだくさんの催しをお届けします。さわやかな秋の日、遊びを
通して楽しくエコ体験してみませんか。

１階入口で
環境クイズにチャレンジ!

フリーパス
キャップをゲット！

ワークショップや
かえっこバザールに
参加しよう!

ワークショップ ステージイベント

かえっこバザール

○環境ボランティア団体手作りのおいしいフードコーナー
　カレー・豚汁・ぜんざい・コーヒー etc.
○ふくよかチップ育ちの野菜販売
○リメイク小物・雑貨の販売

フードコーナー＆野菜・雑貨販売

　生ごみリサイクルで作った大地のパワーいっぱいの元気野菜
が教えてくれる、丈夫な体と優しい心を持つ元気人間の作り方！

※申込み方法、募集人数など、詳細は
　Ｐ４のイベント情報でご確認ください。

○いらなくなったおもちゃを持参して
　かえるポイントを集めよう！
　欲しいおもちゃと交換できるよ！
　※持参できるおもちゃは１人１０個まで
　　（ビデオや壊れたおもちゃは不可）

○クラフトテープを使ったマグネット作り
○博多曲げ物の端材で作るSUGIPIN
○しおり作り
○オリジナルエコバッグ作り
○おひなさま作り
○久留米絣キーホルダー作り
○椿の実のブローチ作り　etc

○日向ひょっとこ踊り　10：20～
○フラダンスショー
　１回目 11：00～　２回目 13：00～
　 かわいいちびっこダンサーの髪飾りは不用になった衣類の布でリメイク。

○リメイク服のファッションショー
　１回目 11：40～　２回目 14：00～
　 　環境活動団体「山ぼうしの会」の皆さんがモデルとなって、自身がリメイクし
　　た服で登場。着られなくなった服が、アイデアと工夫でおしゃれに変身します！

12月8日開催



　全員に共通しているのは、長年勤めていた仕事を辞めたあと、家でじっとしているのではなく、
外に出て何か活動したいという思いがあったことです。もともと、ごみ減量や資源のリサイクルに
関心はありましたが、実際に受講してみると福岡市の環境に対する取り組みや考えがよくわかり、
より意識するようになりました。

A．
Ｑ．地域環境サポーター養成講座を受講したきっかけは何ですか。

　講座修了後、「何かグループを立ち上げては」と勧められたのですが、皆リーダーシップを発揮
できるタイプではないので、それなら自分たちに合った方法で、エコ活動に参加しようと思い、“で
きる人ができるときにお手伝いする” という形に決めました。環境たくみの会に属する「姪浜駅南
エコクラブ」の代表、染井良子さんに、私たちの活動にぴったりの「おたすけ隊」という名前を付
けていただきました。

A．
Ｑ．グループに属さず、「おたすけ隊」という形をとったのはなぜですか？

　毎月１回、「環境たくみの会」の定例会に出席し、何かお手
伝いの必要なイベント等があれば、それに参加します。例えば、
地域の草取りや季節の花の苗植え、環境イベントでのワーク
ショップの応援やフリーマーケットへの参加、小学校の環境
学習のお手伝いなどです。月に１度、生の松原に幻のきのこ“松
露” を復活させようという「美の松露」の取り組みにも参加
しています。

A．
Ｑ．これまでに、どのような活動をされていますか。

　ちょっとしたきっかけで講座に興味をもち、行動したことで、環境活動に対する意識も変わり、
周囲を見る目も変わりました。何より体験したことが自信となり、自ら発言できるようになりま
した。「おたすけ隊」の活動をきっかけに、住んでいる団地の花壇の手入れをしていますが、好き
でやっていることなのに「ありがとう」と声をかけていただくこともあり、うれしいですね。無
理なく自分のペースで続け、楽しみに変えていくことが長く続けられるコツかもしれません。人
の役に立ちたいというより、むしろ自己満足といった感じですが、その結果、人に喜んでもらえ
ているとしたら、本当にありがたいです。

A．
Ｑ．活動を通して、感じていることをお聞かせください。

　活動するうえでの悩みは、手伝いを必要とするイベントなどが週末に集中していること。日程が重なっ
て行けないことも多く、どれを優先するか選ぶのが難しいそうです。細々とでもこのまま自分たちのペー
スで、長く続けていきたいという「おたすけ隊」の皆さん。外に出て活動することで得た仲間との絆が、
イキイキとした新しい明日につながっているようです。

気負わず楽しく、細く長く！
環境たくみの会「おたすけ隊」

　西区生活環境課主催の地域環境サポーター養成講座の修了
生で構成される「環境たくみの会」には現在、８グループが
所属し、それぞれ積極的に環境啓発活動を行っています。そ
の中で、あえてグループには属さず、環境たくみの会のさま
ざまな活動の応援に駆けつけるのが、田尻倶栄さん、古賀千
代香さん、小谷京子さん、野瀬常代さんで結成する「おたす
け隊」の皆さんです。

活動の様子活動の様子

おたすけ隊の古賀さん、田尻さん、小谷さん（右から）おたすけ隊の古賀さん、田尻さん、小谷さん（右から）



★体験コーナーの申込方法 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。

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？ 

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　場所／２Ｆ啓発コーナー
●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

●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／無料　　事前申込／不要
場　所／２Ｆ啓発コーナー　＊基材･テキスト購入可

博多湾

三陽高校

生の松原バス停 天神→

高崎交差点
JR筑肥線
生の松原団地

福寿園 総合
西市民
プール

←前原

西部3Rステーション

三陽高校バス停

今宿IC

捨六町IC
国道202号線バイパス国道202号線バイパス

今宿駅

●西鉄バス「三陽高校前」より徒歩約2分西部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！

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）
T　E　L：092-882-3190　　FAX：092-882-4580

（衣類等の持ち込みは16:00まで）

西部3Rステーション ご利用案内

福岡市西部3Rステーション 検索［ウェブサイト］

生ごみ堆肥相談会

トイレットペーパーの芯で
ふわふわウサギ
　　　10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

身近なもので万華鏡

【申込】随時

毎日

ecoでおしゃれな
マグネットインテリア
　　　10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

ボタン deスタンプ

　　　10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

牛乳パックで紙すき体験

　　　10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

ハーブ入り “リサイクル”
せっけん作り
　　　10:30～11:30
【定員】  10名/日(先着順）
【申込】希望日の３日
前まで

水曜日

体 験 コ ー ナ ー ! すべて無料です！！

１2 月のイベント

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。

【応募方法】

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

編集・発行
お問い合せ 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。

　　　10:30～15:00
所要時間30分程度

牛乳パックで
メモ＆フォトブック

【申込】随時

毎日　　　10:30～15:00
所要時間30分程度

http://www.fukuoka-seibuplaza.com

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。

  
　家庭から出る不用品や廃材を使って、エコで
かわいいクリスマス小物を作るワークショップ
を、日替わりで開催します。
　最終日の１８日（日）にはおもちゃの「かえっ
こバザール」も行います。不用になったおもちゃ
（１人１０個まで）を持って、ぜひご参加くだ
さい（ビデオや壊れたおもちゃは不可）。

日　時／平成２８年１２月３日（土）・４日（日）
　　　　　　　　１０日（土）・１１日（日）
　　　　　　　　１７日（土）・１８日（日）
　　　　各日１０：００～１４：００
場　所／西部３Ｒステーション　２階体験コーナー
参加費／無料
申　込／当日（先着順）

クリスマスエコもの作りとかえっこバザール

【全３回】ポケットが素敵なチュニック
日時／平成２８年１２月２日（金）･９日（金）･１６日（金）
　　　１３：００～１６：００
定員／１５名（抽選）　　　　　　
参加費／５００円
応募締切／１１月１９日（土）必着
持ってくるもの／着物地１着分（かすり、ウール、紬などで厚手
のもの／ほどいてアイロンをかけておく）、洋服地なら１１０㎝ ×
２．５ｍ、型紙用紙、ものさし、紙用・布用はさみ、裁縫道具一式。

干支の押絵
日時／平成２８年１２月１７日（土）
　　　１３：００～１６：００
定員／１５名（抽選）
参加費／３００円
応募締切／１１月２４日（木）必着
持ってくるもの／布用・紙用はさみ、手芸
用ボンド、ピンセット、鉛筆、目打ち、手
拭きタオル

●ＮＰＯ法人大地といのちの会 吉田俊道氏講演会

１2 月の「３Ｒ実践講座」

日時／平成２８年１２月８日（木）
　　　１３：００～１５：００
演題／生ごみリサイクルで元気野菜作り
　　　～土が変わる！野菜も人も元気になれる！～

定　　員／５０名（抽選）
参 加 費／無料
応募締切／１１月２４日（木）必着

お花のメモスタンド

　　　10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

New

New


