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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！

URL URL

今宿IC

捨六町IC

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

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？
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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？

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

●西部環境サポーター
　倶楽部主催

●循環生活研究所主催

紙すきはがき作り

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

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

• 定期開催中 ! •
着物でおしゃれなショルダーバッグ【全２回】
日時／4月20日・27日（火）13:00～16:00
場所／２階研修室
参加費／１００円　定員／１５名（抽選）
持ってくる物／不用になった着物・裁縫道具
応募締切／４月１０日（土）必着

３Ｒ物作り教室

体験コーナー 生ごみ堆肥相談会

ダンボールコンポスト講習会

環境分野で初のノーベル平和賞を受賞したケニア人のワンガリ・マータイさん（※）によって「もっ
たいない」という言葉が、地球環境を守る世界共通語「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」として世界に提唱され
ました。
この「もったいない」の言葉の中には、物を大切にする気持ち、物を作った人やその物が存在する
までにかかった労力に感謝する気持ちなどが込められており、日本語独自のニュアンス（ならではの
考え方）として、日本語で提唱されています。
私たちの身の回りにある物はすべて自然から取れたあらゆる資源からできています。その資源は地
球上に生息していた生物などの死骸が地中に埋まるなどして、何億年という年月をかけて作られたも
のです。それらの資源には限界があるにも関わらず、私たちはその貴重な資源を凄まじい勢いで使用
しています。
限りある資源を私たちは後の世代へと残し、これからも持続可能にしていかなければなりません。
その為には、ごみとしてすぐに捨ててしまうのではなく、使える限り繰り返し使い、使えなくなった
らまた資源へと戻して新たに利用するなど、資源を有効に使うことが求められます。
日本語独特のニュアンスが世界へ提唱されたことを誇りに思い、私たち日本人が率先して

「MOTTAINAI」の精神を世界へ広げて行くべきではないでしょうか。物を大切にする心を忘れず、
この「MOTTAINAI」の精神を大切にしながら資源循環型社会を私たちの手で実現させましょう！
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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、
〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043-2 ・
Fax 092-882-4580 までご応募ください。

応募方法

古布でぞうり作り
日時／4月23日（金） 13:00 ～ 16:00
場所／２階研修室
参加費／１００円　定員／１５名（抽選）
持ってくる物／幅７cmに裂いて包帯状に
巻いた布３０ｍ以上
応募締切／４月１５日（木）必着

３Ｒ物作り教室

手ぶらで体験古布ぞうり作り
日時／５月１５日（土） 13:00 ～ 16:00
場所／２階研修室
参加費／３００円　定員／１５名（抽選）
持ってくる物／なし
応募締切／５月６日（木）必着

３Ｒ物作り教室

ご利用
案内

ご利用
案内
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（※）ワンガリ・マータイ
ケニアの元環境・資源省副大臣。2004 年にノーベル平和賞を受賞。2005 年に来日した際に日本の

「もったいない」に感銘を受け、その精神を世界に訴え続けている。
（参考文献「もったいない」マガジンハウス）

日本の「もったいない」から世界の「MOTTAINAI」へ
めざせ！循環型社会 めざせ！循環型社会 



西区環境フェスタ２０１０

当日は天気にも恵まれ、西部３Ｒステーションが主催で

開催したフリーマーケットには、販売開始の１１時前から

多くの市民の方にお集まりいただきました。フリーマー

ケットの出店者を募集したところ、締め切りまでに約８０

名の方にご応募いただき、その中で当選された約２０組の

方は当日、様々な店舗を構えていました。出店された方に

よると、「不用になったものをごみとして捨てることなく、

次の人の手に渡るのが嬉しいです。そして、販売すること

を通して色々な人と話したりして交流できることも楽しみ

の一つです。またフリーマーケットに参加したいです。」

とおっしゃっていました。

また、西市民センターでは「古布でコサージュ作り」も

開催しました。参加者は古布を縫ってコサージュを作り、

完成したコサージュを早速バッグや衣類に付けていまし

た。同じ部屋では「新聞エコバッグ」作りや「ふろしきＤ

Ｅエコバッグ」「省エネ大作戦！エコチェックシート」な

ど大人向けの教室が行われていて、みなさん楽しそうに３

Ｒや環境について学んでいました。

平成２２年２月２８日（日）、西区役所と西市民センター

にて「西区環境フェスタ２０１０」が行われました。この

西区環境フェスタは西区役所が主催して2003年より毎年

行われている、環境をテーマにしたイベントです。昨年の

９月から市民が中心となって様々なアイデアや意見を出し

合い、どうすれば来場された方に楽しみながら環境のこと

を考えるきっかけとなるかを毎月の会議で話し合ってきま

した。まさに、西区環境フェスタは市民の手で作り上げた

イベントと言えます。

また、当日は西市民センターで子ども向けのイベン

ト「かえっこバザール」が行われました。子どもたち

が遊ばなくなったおもちゃを持ってくると、かえるポ

イントをもらえます。そのポイントを使って欲しいお

もちゃと交換できるというシステムです。仕事やゲー

ムをすることでもかえるポイントをもらうことができ

るので、子どもたちは楽しそうに仕事をしたりゲーム

をしたりして、ポイントを貯めて欲しいおもちゃと交

換していました。参加した子どもに話を聞くと、「ゲー

ムが楽しいです。欲しいおもちゃがあるのでお仕事を

してポイントを貯めるつもりです。」と楽しそうに話し

ていました。

かえっこバザールの会場は終日途切れることがなく

人が訪れ、１日で約５００人の来場があり、大盛況で

した。西区環境フェスタは、大人だけでなく子どもた

ちにとっても、環境に優しい生活のヒントになったの

ではないかと思います。

地域で作りあげたイベント

西部3Rステーション主催のイベント

かえっこバザール

かえっこバザール

！大 盛 況
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

お知らせお知らせ

熱血!ボランティア活動熱血!ボランティア活動
熱い想いで地球を冷やせ！

祝日フリーマーケット 環境フェスタ
in

うみなか

西部３Ｒステーションでは、福岡市のごみ減
量・３Ｒ啓発のイベントとして、年に５回祝日
を利用してフリーマーケットを開催しています。
家庭で不用になった衣類・日用品など色々な
ものが持ち寄られます。みなさんも掘り出し物
を見つけにきませんか？ご来場をお待ちしてお
ります。

従来、化粧品のガラスびんには、いろいろな素材があり、リサ
イクルが技術的に困難だったため、「燃えないごみ」として処理し
ていましたが、現在では、ほとんどのびんが同じ素材となり、資
源として再利用することが可能になりました。
そこで、４月１日より、化粧品のガラスびんも、飲料や調味料
のガラスびんと同様に、ふたをはずし、中を軽くすすいでから「空
きびん・ペットボトル」の袋で出してください。ただし、乳白色
のびんは従来どおり「燃えないごみ」へ出してください。

西部３Ｒステーションでは、事業の柱の一つとして「地
域活動支援」を掲げ、基材や場所、知識やノウハウの提
供をするなど、地域でごみ減量・３Ｒに関する活動をし
ているボランティア団体の活動を支援しています。現在、
西部３Ｒステーションを拠点として活動されている団体
が数団体あり、活動されている方もその活動も様々です。
そのボランティア団体の活動の様子や環境への想いな
どを、今後「熱血！ボランティア活動」としてみなさん
にご紹介していきたいと思います。どうぞお楽しみに！

■日時／４月２９日（木・祝）
　　　　５月５日（水・祝）
　　　　１０：００～１５：００
■会場／西部３Ｒステーション１階ピロティ
※屋外会場のため、荒天中止

海の中道海浜公園では毎年、「次世代の子ど
もたちに花と緑を」をテーマに、環境問題に
取り組む団体や事業者と一緒に子どもから大
人まで環境について楽しく学ぶことができる
イベント「環境フェスタinうみなか」を開催
しています。西部３Ｒステーションは、その「環
境フェスタinうみなか」で、「廃食器で多肉植
物の寄せ植え」を行います。参加無料、各日
先着５０名となっておりますのでお早めにご
来場ください。

■日時／４月２４日（土）・２５日（日）
　　　　１０：００～１６：００
■会場／国営公園海の中道海浜公園 子供の広場
※雨天中止
※２４日（土）は別途入園料が必要となります

「空きびん・ペットボトル」
の袋で出してください

「燃えないごみ」
の袋で出してください

１ 2
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１．フリーマーケットの様子
２．かえっこバザール
３．古布でコサージュ作りの様子
４．新聞エコバッグ
５．飲食コーナーではリユース食器
が使われ、出たごみは分別され
ました

西部３Ｒステーションで
西部３Ｒステーションで活動するボランティアの
活動するボランティアのみなさんみなさん
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