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めざせ!
循環型
社会 小型家電リサイクル法の施行小型家電リサイクル法の施行

※参考：環境省ホームページ

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？

　携帯電話やデジタルカメラなどの小型家電に
は、原材料として使用した鉄、アルミ、銅、貴金属、
レアメタルといった有用な金属が含まれていま
す。日本で１年間に発生する使用済み小型家電は
65万トンにもなり、そのうち有用な金属は28万
トンにものぼります。現在は、鉄やアルミなどの
一部の金属を除いて、大半が廃棄物の埋立場で処
分されています。これら小型家電に入っている基
板１枚（約140g）には、約50kgの鉱石から採
掘される場合と同じくらいの金が含まれており、
都市鉱山とも呼ばれているほどです。
　また小型家電には、有用な金属だけでなく、
鉛などの有害な金属も含むため、適正な処理が
必要とされています。
　このようなことから、資源の有効利用と環境汚
染防止のため「使用済み小型電子機器等の再資源
化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法）」
が平成25年４月１日から施行されました。

※参考：環境省ホームページ
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　今年に入って、テレビや新聞で話題になっている「PM2.5」とは何の
ことでしょうか。
　ここで、簡単に説明させていただきます。
　PMとは「大気中にある、さまざまな種類や性状、大きさをもつ粒の
総称（粒子状物質）」をいいます。
　英語では「Particulate Matter」。
　ではPM2.5とはどういう意味を指すのでしょうか。
　大気中を漂う、粒径が2.5μm(マイクロメーター：0.001ミリメー
トル)以下の微小な粒子状物質のことをいいます。粒径が髪の毛の太
さと比べて約30分の1しかなく、鼻や気管を通り抜けて気管支や肺
の奥深くまで入り込み、ぜんそくや肺がんなどの呼吸器疾患を引き起
こす可能性があります。
　それでは、なぜ今、注目されているのでしょうか？
　それは平成25年1月以降に中国の各都市における深刻な大気汚染
が連日報道されるとともに、西日本をはじめとする日本各地で
PM2.5の測定値が高くなる日があり、PM2.5に対する市民の関心や
不安が高まったからです。

そもそも『PM2.5』って何？そもそも『PM2.5』って何？

髪の毛の太さ
70マイクロメートル

花粉

PM2.5

劇団風の子九州による演劇

　　　　　　　　　　を開
催しました。

『いまからいえでにいってきま
す

　　　　～自然から学ぶ体験
～』

福岡市では、PM2.5に関する情報を福岡市環境局ホームページ
（http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/life/kankyohozen/PM25information.html）
で公開しています。

　３月17日（日）に劇団風の子九州による演劇『いまからいえで
にいってきます～自然から学ぶ体験～』を開催しました。約120
名の親子が観劇して、ステージと一体となって楽しみました。
　お話は、あっくんという４歳のこどもが、“いえで”をする中で
草花とふれあい、自然の大切さや自然の移り変わりを体験し、成
長していく物語です。
　観劇した親子から、「劇団の方
のエネルギッシュな演劇に感動し
ました！また、是非、観劇したいで
す。」、「このようなイベントがある
と子どもと一緒に環境の事が学べ
るのでいいなと思います。」といっ
た声を頂きました。
　皆さんも身近にある自然に目を
向けて自然環境について考えてみ
ませんか。



体験講座紹介コーナー！！体験講座紹介コーナー！！体験講座紹介コーナー！！
西部3Rステーションでは、ごみの減量について気軽に体験していただくために、様々な
体験メニューを揃えています。今回は４つの体験講座を紹介します。

 　“裂き織り”とは古布を細かく裂いて
織り上げたもののことを言います。例え
ば、衣類やテーブルクロス、ラグなどが
あります。
　古布の端切れの微妙に異なる色合い
の組み合わせを楽しむなどしてオリジナ
ルのコースターを作ることができます。

紙すきの材料は、飲み終わった牛乳
パックを使用します。
牛乳パックを水で溶いて、パルプ状

にした物を紙すきの木枠に流し込み、
はがきを作ります。
パルプには、色鮮やかな色紙などを

細かくしたものを入れたり、絵の具を少
量入れたりして色付けるなど、様々なデ
ザインのはがきが出来上がります。

この他にもいろいろな体験講座メニューがあります！是非、ご参加下さい。

①『裂き織り体験！コースター作り』（日時等の詳細は裏面参照）

②『牛乳パックで紙すき体験』（日時等の詳細は裏面参照）

廃ガラスは割れてリサイクルできな
いビンなどを利用しています。
不用になった白色トレーの上にパズ

ルを組み合わせるように色鮮やかな
廃ガラスを並べ、好きな絵を描いてい
きます。

③『廃ガラスの工作』（日時等の詳細は裏面参照）

ハーブ入り“リサイクル”石けん作り
は、不用になった廃食用油をリユース
（再利用）します。廃食用油、苛性ソーダ
と水を混ぜて、仕上げに当ステーショ
ンで育てたハーブを入れ作ります。
襟汚れなどに非常に有効で皆さん

にとても好評です。

④ハーブ入り“リサイクル”石けん作り （日時等の詳細は裏面参照）



http://www.fukuoka-seibuplaza.com

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！

ウェブサイト

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

検索福岡市西部3Rステーション
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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

←前原 天神→

JR筑肥線

博多湾
生の松原バス停

生の松原団地 高崎交差点

国道202号線バイパス
三陽高校バス停三陽高校●

総合
西市民
プール
●

福寿園●

今宿駅
今宿IC

捨六町IC

●西鉄バス「三陽高校前」
　より徒歩約2分

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？

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

• 体験コーナー ! •
毎 週 開 催

ご利用案内

ハーブ入り“リサイクル”石けん作りハーブ入り“リサイクル”石けん作りハーブ入り“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7日前まで

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

牛乳パックで紙すき体験牛乳パックで紙すき体験牛乳パックで紙すき体験

すべて無料です!

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

裂き織り体験！コースター作り裂き織り体験！コースター作り裂き織り体験！コースター作り
●時間
　13:30～15:30（随時）
　のうち、1時間程度
●定員
　6名／日（先着順）
●申込締切
　前日まで

廃ガラスの工作廃ガラスの工作廃ガラスの工作

木の枝で鉛筆作り木の枝で鉛筆作り木の枝で鉛筆作り

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

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

水　曜　日 

土　曜　日 

日　曜　日 

「祝日フリーマーケット」を開催します。
日時／平成２５年５月５日（祝）10:00～15:00
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

祝日フリーマーケット開催します !

日時／５月24日（金）、31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／５月３日（金）必着
持 っ て く る も の ／ 30cm×30cm布 １ 枚・
30cm×50cm布１枚・4cm幅バイヤス布（出来
上がりサイズ＋10cm）・接着キルト綿・裁縫道具・
はさみ・30cm以上の定規

日時／６月５日（水）、12日（水）、19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／５月24日（金）必着
持ってくるもの／着物１枚分の布、又は大きいス
カート２枚分をほどいたもの・裁縫道具

往復はがき、FAX、又は西部３Rステーションの２階
の受付で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

3Ｒ実践講座3Ｒ実践講座

手ぶらで体験！古布でぞうり作り手ぶらで体験！古布でぞうり作り手ぶらで体験！古布でぞうり作り
日時／６月７日（金）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／５月25日（土）必着
持ってくるもの／無し　備考／必ずズボン着用

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。

着物や綿のスカートなどからアロハシャツ【全３回】着物や綿のスカートなどからアロハシャツ【全３回】着物や綿のスカートなどからアロハシャツ【全３回】

ミシンで簡単パッチワーク【全２回】ミシンで簡単パッチワーク【全２回】ミシンで簡単パッチワーク【全２回】

電話、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電話番号を明記しお申込下さい。

体験コーナーの
申込方法


