
西部３Ｒステーション  講座・イベント情報

編集・発行  公益財団法人 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1043－2 TEL：882－3190 FAX：882－4580

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おります。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？

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。

裂き織り体験！コースター作り

体 験 コ ー ナー！

往復ハガキ、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。
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●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 ご利用案内

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!

検 索福岡市西部3Rステーションhttp://www.fukuoka-seibuplaza.comウェブサイト

開館時間：10:00～17:00（衣類等の持ち込みは16:00まで）
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

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

電話かFAX、または西部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、お申込みください。【体験コーナーの申込方法】

 毎日  10:30～15:00
所要時間60分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

ハーブ入り “リサイクル” 石けん作り

 水曜日 10:30～11:30
【定員】10名/日（先着順）
【申込】希望日の
　　　３日前まで

革や布を使った
ストラップ作り
  毎日  10:30～15:00
所要時間30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

牛乳パックで紙すき体験

  毎日  10:30～15:00
所要時間30分程度

【定員】6名/日（先着順）
【申込】前日まで

ボタン ｄｅ スタンプ作り

  毎日  10:30～15:00
所要時間30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

卵パックでお花の壁飾り作り

  毎日  10:30～15:00
所要時間30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

卵パックで
バラのリース作り

3 R 実 践 講 座

日時／平成28年４月５日（火）～８月２日（火）
　　　原則毎週火曜日13:00～16:00
場所／研修室　定員／12名（抽選）
参加費／1,500円
応募締切／ 3月24日（木）必着
持ってくるもの／ 30㎝×30㎝の布3～
7種類、裁縫
道具、布用は
さみ、縫い針
(あれば四の
二)、手縫い糸

（あ れ ば60
番手）、まち針

• パッチワーク教室【全14回】

日時／平成28年4月6日（水）～
　　　6月29日（水）原則毎週水曜日
　　　13:00～16:00
場所／研修室　　定員／10名（抽選）
参加費／1,000円
応募締切／ 3月24日（木）必着
持ってくるもの／リフォームしたい洋
服や着物、型
紙用の紙（模
造 紙 な ど）、
裁 縫 道 具一
式、ものさし、
筆記用具

• 衣類のリフォーム教室
　【全12回】

毎週開催 すべて無料です

応募方法

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。
●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　＊基材･テキスト購入可

生ごみ堆肥相談会

ダンボールコンポスト講習会

日時／平成28年4月29日（祝・金）
　　　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）　※少雨決行
応募資格／20歳以上の人（販売業者でない方）
締切／平成28年４月19日（火）（必着）

●往復はがき（1人1枚）に「4月祝日のフリーマーケット希
望」と記入のうえ、住所、年齢、電話番号を明記し、ご応募く
ださい。

祝日フリーマーケット出店者募集！

トイレットペーパーの芯で
ふわふわウサギ作り
 毎日  10:30～15:00
所要時間30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

 毎日  10:30～15:00
所要時間30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

出店料
無料！
出店料
無料！

帯締めで作ったおひな様
(西村百合枝さん作品)

帯締めで作ったおひな様
(西村百合枝さん作品)

日時／平成28年4月8日（金）、
　　　15日（金）、22日（金）
　　　13:00～16:00
場所／研修室　　定員／15名（抽選）
参加費／ 500円
応募締切／ 3月24日（木）必着
持ってくるもの／カッターシャツ（その
ままでOK）1
枚、約60 ㎝
×60㎝の布
2～3 枚、裁
縫道具一式、
型紙用紙

• カッターシャツでパッチワークの
　クッションカバー【全3回】 日時／平成２８年４月１４日（木）

　　　13:00～16:00
場所／研修室　定員／15名（抽選）
参加費／ 200円
応募締切／ 3月24日（木）必着
持ってくるもの／ 25㎝角の布１枚、
幅１㎝弱のリボ
ン35㎝、小さめ
の鈴、裁縫道具
一式（針、糸）

• 洗濯ばさみで「だっこニャン」

海岸沿いを歩いているとき、漂流物に交ざって打ち上げられたプラスチック製品の多さに暗然とした経験は
ありませんか？
いまや漂流・漂着ごみの約70％を占めるプラスチックごみ。それらは漂流する過程で波や紫外線の影響を受
けて劣化し、砕かれ、小さくなっていきます。そのうちサイズが５㎜以下のものを「マイクロプラスチック（マ
イクロビーズ）」と呼び、いま海洋環境において大きな問題となっています。私たちが毎日気軽に使っているレ
ジ袋やペットボトル等のプラスチックが小さなごみとなって世界中の海に漂ったり、沈んだりしているのです。
その数は推計5兆個以上。さらに九州大学の研究で、日本の近海における海水中のマイクロプラスチックの密
度は、これまで調査が行われた世界各地の平均と比べると、約27倍高いこともわかっています。
マイクロプラスチックはとても小さいため、魚や貝、水鳥など海に住む生物がプランクトンなどといっしょ
に飲み込んでしまいます。しかも厄介なことに、海水中の油に溶けやすい性質の有害物質を吸着させる特徴が
あり、実際に魚や貝の体内からマイクロプラスチックやそこから溶けだしたとみられるPCB（ポリ塩化ビフェ
ニル）などの環境ホルモンが見つかっています。つまりこの問題は海の生物だけでなく、それを口にする私た
ちの健康にも影響を及ぼしかねない脅威なのです。

さらにマイクロプラスチックはスクラブ等として化粧品や歯磨き粉などにも使用さ
れています。昨年6月のG7エルマウ（独南部）サミットでもマイクロプラスチック
は世界的課題と指摘され、年末には米国で「マイクロビーズ除去海域法」が成立。こ
れを受けて米国では2017年７月からスクラブ洗顔や歯磨き粉等に使用するマイクロ
ビーズの製造が禁止され、2018年6月から販売の全面禁止も決まっており、今後は
日本でもこうした動きが広がることでしょう。
もはや海岸のごみを拾うだけでは防げない脅威。海を漂っているマイクロプラス
チックのうち、直接海に捨てられたものは約20％、残り80％は道端やごみ捨て場、
下水から海に流れ込んできていると推測されています。私たちも毎日の暮らしの中で
ごみ捨てのマナーはもちろん、商品の選び方、使い方も意識したいものです。
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参考：環境省HP・NHKオンライン・東京大学海洋アライアンスHP

1回目作品ログキャビン
のポーチ

福岡市西区の海岸で見つけた
プラスチックごみの破片

海中に潜む『マイクロプラスチック』の
脅威から日本の海を守ろう！
海中に潜む『マイクロプラスチック』の
脅威から日本の海を守ろう！



リユース（再使用）できませんか？リユース（再使用）できませんか？

長ネギ：晩秋から春先にかけて特に甘みが増す長ネギ。ネギ特有の強い香りの成分硫化ア
リルは刻むことで増加し時間とともに消えてしまうので、食べる直前に調理する
のがポイント。血行を良くし、肩こりや疲労回復に効果を発揮します。

小松菜：ビタミン類やミネラルなど、どれをとっても栄養価の高い葉野菜で、抗発がん作
用のあるβカロテンを豊富に含んでいます。カルシウムや鉄分はホウレンソウよ
り多く、アクが少ないことから、いろいろなメニューに取り入れたい野菜です。

水　菜：京菜とも呼ばれ、京都の伝統野菜のひとつ。緑黄色野菜らしくβカロテンやビタ
ミンCが豊富で、抗発ガン作用や免疫力アップはもちろん、風邪予防や肌荒れの
回復におすすめの冬野菜です。またカリウムやカルシウムを多く含み、骨の健康
維持にも効果的です。

の野菜をまるごと食べよう!

　６年前、西部3Rステーションのリフォーム教室へ参加し
たのがきっかけで、着物リフォームに魅せられ、今では講
師としてその手腕を発揮している小林紀子さん。長年、看
護師として第一線で働かれ、その経験による気配りや目配
りが教室でも活きています。そんな小林さんに着物リフォー
ムとの出会いや魅力について伺いました。

Ｑ．リフォーム教室に参加したきっかけを教えてください。
Ａ．虫くいなどで着られなくなった母の着物をどうしよう
かと思っていたとき、馴染みのクリーニング屋さんが
3Rステーションのリフォーム教室のことを教えてくれ
て、応募したら運よく当選したんです。しかも講座開
始が介護していた母を看取り、長年勤めていた職場を
定年退職した翌月からのスタートということで、すべてのタイミングが合ったんですね。

Ｑ．もともと裁縫がお好きだったのですか？
Ａ．いいえ、裁縫を習ったのは中学、高校の家庭科だけ。ただ母が着物の仕立ての仕事をしていたので、
子どもの頃から布に触るのは好きでした。今でも布に触れるだけで気持ちが落ち着きます。リフォー
ム教室に通いだしてからは、指導者にも恵まれ、縫うことがどんどん楽しくなっていきました。父が
存命中は父が読書をしている傍らで着物をほどいたり、仕付けをしたり。そんな父との時間を過ごせ
たのも、リフォームに出会えたからだと思います。

Ｑ．小林さんにとってリフォームの魅力はなんですか？
Ａ．洋服からバッグまでいろいろ作りますが、いちばん好きでたくさん作っているのはベスト。もう100
着以上は作っています。父が亡くなった時は親戚への香典返しに添えて、一人一人思い浮かべながら

手作りしたベストを贈りました。みんなすごく喜んでくれて、
家に眠っている着物を送ってくれたりして。友人や知人から
大切に保存していた着物を頂くこともあります。そんな送り
主の思いを大切に、その人をイメージしながらリフォームの
アイデアをあれこれ考えるのは本当に楽しいです。

Ｑ．講座ではどんなときにやりがいを感じますか？
Ａ．受講生の皆さんが作ったことのないものに挑戦して形になっ
たときや、裁縫は好きだけど苦手という人が徐々に腕を上げ
てきたときには、やはりやりがいを感じますね。

Ｑ．これから受講される方へ、メッセージをお願いします。
Ａ．私自身もそうでしたが、初心者の時は周りの人がみんなベテ
ランに見えて、尻込みしてしまいます。でも同じやるなら楽
しまなきゃ損。一度でも作品が出来上がった喜びを味わうと、
必ずまた作りたい、違うものにも挑戦したいと思うようにな
ります。どうぞ気軽に始めてみてください。

週に３日はテニスで汗を流し、年に数回は山登りにも出かけると
いう小林さん。そんなメリハリのある毎日が、素敵な作品を生み
出す活力になっているのですね。

着ていた人や時代に思いを馳せながら楽しむ
“着物リフォーム” 3R実践講座講師　小林 紀子さん

同じデザインでもリフォームなら
自分だけの一点ものに

アイデアと工夫がいっぱいの作品といっしょに

材　料
(5個分)

作り方

冬野菜の簡単おやき

旬旬

冬野菜の簡単おやき

長ネギ、
小松菜、
水菜 

part.7

　転勤や就職、進学など、新生活がスタートする春は引越しのピークです。とりわけ家族での引っ越しとな
ると、不用品や粗大ごみの量も多く、処分にもひと苦労ですね。
　引越しで家具や家電、衣類、本などを処分する前に、まずリユース（そのままの形でもう一度使うこと）で
きるかどうか、考えてみてください。
　リユースと言えば、リサイクルショップに持っていく、オークションやフリーマーケットに出品する、欲
しい人に譲るなど方法はさまざまですが、ぜひ活用していただきたいのが、西部3Rステーションで行っ
ている衣類や図書のリユース事業です。当施設では、市民の皆さんのご家庭で不用になった衣類や小物

（バッグ・靴・ネクタイ・帽子など）、食器類（未使用のもの）、図書、小型家具（縦横1ｍ未満のもの）などを
無償で提供していただき、希望者に提供しています。詳しいことはどうぞ気軽にお問い合わせください。
　どうしてもリユースできない物はごみとなりますが、福岡市では指定のごみ袋に入らないもの、また片
手で持ち上げて袋が破れてしまう重さのものは粗大ごみとなります。粗大ごみの収集は事前に受付セン
ターへの申し込みが必要です。ルールに従って適正に処理しましょう。

その引越しごみ、その引越しごみ、

① ホットケーキミックスに塩、水を加え、よく混ぜておく。
② 調味料を混ぜておく。
③ 野菜は小さく切り、水気をしぼっておく。
④ ごま油大さじ１で③を炒め、②を加えて水分がとぶまでさらに炒める。
⑤ ①を５等分にし、打ち粉をして丸く広げ、④の汁気をとって真ん中にのせる。
⑥ ⑤を包み、中央をつまむ。
⑦ フライパンで油大さじ１を熱し、⑥のつまんだ方を下にして焼く。さらに反対もきつね色になるまで焼く。
※多めに作ったら１個ずつラップで包んで冷凍保存もできます。具はアレンジしてみましょう。

ホットケーキミックス100g、塩小さじ1/2、水80cc
調味料（しょうゆ大さじ２、砂糖・酒・みりん各大さじ１）
冷蔵庫の残り野菜（今回は長ネギ、小松菜、水菜）250g
ごま油大さじ１、油大さじ１

収集日は，申込日から１週間程度あとです。早めに準備しましょう。（1回につき10個まで）
　①電話での申込み／℡092－731－1153
　　　　　　　　　　受付時間：月～土曜日　9:00～17:00（12月29日～1月3日は休み）
　　※耳や言葉の不自由な方専用の問い合わせ・申込みはFAX092－731－1195
　②インターネットでの申込み／ https://sodaigomi-kankyo.city.fukuoka.lg.jp/

協同組合福岡市事業用環境協会　℡092-741-5517 FAX092-741-5518
受付時間：月～金曜日　9:00 ～ 17:00　第1・3・5土曜日　9:00～12:00（祝日除く）

※料金等の詳細については，申込みの際にご確認ください。

自己搬入ごみ事前受付センターへ申込む
　①電話での申込み／℡092－433－8234
　　　　　　　　　　受付時間：月～土曜日　8:30～16:00（1月1日～3日は休み）
　　　　　　　　　　※当日受付分は、15時30分まで（臨海工場は15時まで）受付
　②インターネットでの申込み／ https://uketuke-kankyo.city.fukuoka.lg.jp/
　　　　　　　　　　　　　　　※当日分は，14時30分まで受付

●粗大ごみ受付センターへ申込む場合

●自分で処理施設に持ち込む場合

●市が許可した収集業者に依頼する場合



リユース（再使用）できませんか？リユース（再使用）できませんか？
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用のあるβカロテンを豊富に含んでいます。カルシウムや鉄分はホウレンソウよ
り多く、アクが少ないことから、いろいろなメニューに取り入れたい野菜です。

水　菜：京菜とも呼ばれ、京都の伝統野菜のひとつ。緑黄色野菜らしくβカロテンやビタ
ミンCが豊富で、抗発ガン作用や免疫力アップはもちろん、風邪予防や肌荒れの
回復におすすめの冬野菜です。またカリウムやカルシウムを多く含み、骨の健康
維持にも効果的です。

の野菜をまるごと食べよう!

　６年前、西部3Rステーションのリフォーム教室へ参加し
たのがきっかけで、着物リフォームに魅せられ、今では講
師としてその手腕を発揮している小林紀子さん。長年、看
護師として第一線で働かれ、その経験による気配りや目配
りが教室でも活きています。そんな小林さんに着物リフォー
ムとの出会いや魅力について伺いました。

Ｑ．リフォーム教室に参加したきっかけを教えてください。
Ａ．虫くいなどで着られなくなった母の着物をどうしよう
かと思っていたとき、馴染みのクリーニング屋さんが
3Rステーションのリフォーム教室のことを教えてくれ
て、応募したら運よく当選したんです。しかも講座開
始が介護していた母を看取り、長年勤めていた職場を
定年退職した翌月からのスタートということで、すべてのタイミングが合ったんですね。

Ｑ．もともと裁縫がお好きだったのですか？
Ａ．いいえ、裁縫を習ったのは中学、高校の家庭科だけ。ただ母が着物の仕立ての仕事をしていたので、
子どもの頃から布に触るのは好きでした。今でも布に触れるだけで気持ちが落ち着きます。リフォー
ム教室に通いだしてからは、指導者にも恵まれ、縫うことがどんどん楽しくなっていきました。父が
存命中は父が読書をしている傍らで着物をほどいたり、仕付けをしたり。そんな父との時間を過ごせ
たのも、リフォームに出会えたからだと思います。

Ｑ．小林さんにとってリフォームの魅力はなんですか？
Ａ．洋服からバッグまでいろいろ作りますが、いちばん好きでたくさん作っているのはベスト。もう100
着以上は作っています。父が亡くなった時は親戚への香典返しに添えて、一人一人思い浮かべながら

手作りしたベストを贈りました。みんなすごく喜んでくれて、
家に眠っている着物を送ってくれたりして。友人や知人から
大切に保存していた着物を頂くこともあります。そんな送り
主の思いを大切に、その人をイメージしながらリフォームの
アイデアをあれこれ考えるのは本当に楽しいです。

Ｑ．講座ではどんなときにやりがいを感じますか？
Ａ．受講生の皆さんが作ったことのないものに挑戦して形になっ
たときや、裁縫は好きだけど苦手という人が徐々に腕を上げ
てきたときには、やはりやりがいを感じますね。

Ｑ．これから受講される方へ、メッセージをお願いします。
Ａ．私自身もそうでしたが、初心者の時は周りの人がみんなベテ
ランに見えて、尻込みしてしまいます。でも同じやるなら楽
しまなきゃ損。一度でも作品が出来上がった喜びを味わうと、
必ずまた作りたい、違うものにも挑戦したいと思うようにな
ります。どうぞ気軽に始めてみてください。

週に３日はテニスで汗を流し、年に数回は山登りにも出かけると
いう小林さん。そんなメリハリのある毎日が、素敵な作品を生み
出す活力になっているのですね。

着ていた人や時代に思いを馳せながら楽しむ
“着物リフォーム” 3R実践講座講師　小林 紀子さん

同じデザインでもリフォームなら
自分だけの一点ものに

アイデアと工夫がいっぱいの作品といっしょに

材　料
(5個分)

作り方

冬野菜の簡単おやき

旬旬

冬野菜の簡単おやき

長ネギ、
小松菜、
水菜 

part.7

　転勤や就職、進学など、新生活がスタートする春は引越しのピークです。とりわけ家族での引っ越しとな
ると、不用品や粗大ごみの量も多く、処分にもひと苦労ですね。
　引越しで家具や家電、衣類、本などを処分する前に、まずリユース（そのままの形でもう一度使うこと）で
きるかどうか、考えてみてください。
　リユースと言えば、リサイクルショップに持っていく、オークションやフリーマーケットに出品する、欲
しい人に譲るなど方法はさまざまですが、ぜひ活用していただきたいのが、西部3Rステーションで行っ
ている衣類や図書のリユース事業です。当施設では、市民の皆さんのご家庭で不用になった衣類や小物

（バッグ・靴・ネクタイ・帽子など）、食器類（未使用のもの）、図書、小型家具（縦横1ｍ未満のもの）などを
無償で提供していただき、希望者に提供しています。詳しいことはどうぞ気軽にお問い合わせください。
　どうしてもリユースできない物はごみとなりますが、福岡市では指定のごみ袋に入らないもの、また片
手で持ち上げて袋が破れてしまう重さのものは粗大ごみとなります。粗大ごみの収集は事前に受付セン
ターへの申し込みが必要です。ルールに従って適正に処理しましょう。

その引越しごみ、その引越しごみ、

① ホットケーキミックスに塩、水を加え、よく混ぜておく。
② 調味料を混ぜておく。
③ 野菜は小さく切り、水気をしぼっておく。
④ ごま油大さじ１で③を炒め、②を加えて水分がとぶまでさらに炒める。
⑤ ①を５等分にし、打ち粉をして丸く広げ、④の汁気をとって真ん中にのせる。
⑥ ⑤を包み、中央をつまむ。
⑦ フライパンで油大さじ１を熱し、⑥のつまんだ方を下にして焼く。さらに反対もきつね色になるまで焼く。
※多めに作ったら１個ずつラップで包んで冷凍保存もできます。具はアレンジしてみましょう。

ホットケーキミックス100g、塩小さじ1/2、水80cc
調味料（しょうゆ大さじ２、砂糖・酒・みりん各大さじ１）
冷蔵庫の残り野菜（今回は長ネギ、小松菜、水菜）250g
ごま油大さじ１、油大さじ１

収集日は，申込日から１週間程度あとです。早めに準備しましょう。（1回につき10個まで）
　①電話での申込み／℡092－731－1153
　　　　　　　　　　受付時間：月～土曜日　9:00～17:00（12月29日～1月3日は休み）
　　※耳や言葉の不自由な方専用の問い合わせ・申込みはFAX092－731－1195
　②インターネットでの申込み／ https://sodaigomi-kankyo.city.fukuoka.lg.jp/

協同組合福岡市事業用環境協会　℡092-741-5517 FAX092-741-5518
受付時間：月～金曜日　9:00 ～ 17:00　第1・3・5土曜日　9:00～12:00（祝日除く）

※料金等の詳細については，申込みの際にご確認ください。

自己搬入ごみ事前受付センターへ申込む
　①電話での申込み／℡092－433－8234
　　　　　　　　　　受付時間：月～土曜日　8:30～16:00（1月1日～3日は休み）
　　　　　　　　　　※当日受付分は、15時30分まで（臨海工場は15時まで）受付
　②インターネットでの申込み／ https://uketuke-kankyo.city.fukuoka.lg.jp/
　　　　　　　　　　　　　　　※当日分は，14時30分まで受付

●粗大ごみ受付センターへ申込む場合

●自分で処理施設に持ち込む場合

●市が許可した収集業者に依頼する場合



西部３Ｒステーション  講座・イベント情報

編集・発行  公益財団法人 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1043－2 TEL：882－3190 FAX：882－4580

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おります。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？

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。

裂き織り体験！コースター作り

体 験 コ ー ナー！

往復ハガキ、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。

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

西部3Rステーション ご利用案内

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!

検 索福岡市西部3Rステーションhttp://www.fukuoka-seibuplaza.comウェブサイト

開館時間：10:00～17:00（衣類等の持ち込みは16:00まで）
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

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

電話かFAX、または西部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、お申込みください。【体験コーナーの申込方法】

 毎日  10:30～15:00
所要時間60分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

ハーブ入り “リサイクル” 石けん作り

 水曜日 10:30～11:30
【定員】10名/日（先着順）
【申込】希望日の
　　　３日前まで

革や布を使った
ストラップ作り
  毎日  10:30～15:00
所要時間30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

牛乳パックで紙すき体験

  毎日  10:30～15:00
所要時間30分程度

【定員】6名/日（先着順）
【申込】前日まで

ボタン ｄｅ スタンプ作り

  毎日  10:30～15:00
所要時間30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

卵パックでお花の壁飾り作り

  毎日  10:30～15:00
所要時間30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

卵パックで
バラのリース作り

3 R 実 践 講 座

日時／平成28年４月５日（火）～８月２日（火）
　　　原則毎週火曜日13:00～16:00
場所／研修室　定員／12名（抽選）
参加費／1,500円
応募締切／ 3月24日（木）必着
持ってくるもの／ 30㎝×30㎝の布3～
7種類、裁縫
道具、布用は
さみ、縫い針
(あれば四の
二)、手縫い糸

（あ れ ば60
番手）、まち針

• パッチワーク教室【全14回】

日時／平成28年4月6日（水）～
　　　6月29日（水）原則毎週水曜日
　　　13:00～16:00
場所／研修室　　定員／10名（抽選）
参加費／1,000円
応募締切／ 3月24日（木）必着
持ってくるもの／リフォームしたい洋
服や着物、型
紙用の紙（模
造 紙 な ど）、
裁 縫 道 具一
式、ものさし、
筆記用具

• 衣類のリフォーム教室
　【全12回】

毎週開催 すべて無料です

応募方法

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。
●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　＊基材･テキスト購入可

生ごみ堆肥相談会

ダンボールコンポスト講習会

日時／平成28年4月29日（祝・金）
　　　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）　※少雨決行
応募資格／20歳以上の人（販売業者でない方）
締切／平成28年４月19日（火）（必着）

●往復はがき（1人1枚）に「4月祝日のフリーマーケット希
望」と記入のうえ、住所、年齢、電話番号を明記し、ご応募く
ださい。

祝日フリーマーケット出店者募集！

トイレットペーパーの芯で
ふわふわウサギ作り
 毎日  10:30～15:00
所要時間30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

 毎日  10:30～15:00
所要時間30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

出店料
無料！
出店料
無料！

帯締めで作ったおひな様
(西村百合枝さん作品)

帯締めで作ったおひな様
(西村百合枝さん作品)

日時／平成28年4月8日（金）、
　　　15日（金）、22日（金）
　　　13:00～16:00
場所／研修室　　定員／15名（抽選）
参加費／ 500円
応募締切／ 3月24日（木）必着
持ってくるもの／カッターシャツ（その
ままでOK）1
枚、約60 ㎝
×60㎝の布
2～3 枚、裁
縫道具一式、
型紙用紙

• カッターシャツでパッチワークの
　クッションカバー【全3回】 日時／平成２８年４月１４日（木）

　　　13:00～16:00
場所／研修室　定員／15名（抽選）
参加費／ 200円
応募締切／ 3月24日（木）必着
持ってくるもの／ 25㎝角の布１枚、
幅１㎝弱のリボ
ン35㎝、小さめ
の鈴、裁縫道具
一式（針、糸）

• 洗濯ばさみで「だっこニャン」

海岸沿いを歩いているとき、漂流物に交ざって打ち上げられたプラスチック製品の多さに暗然とした経験は
ありませんか？
いまや漂流・漂着ごみの約70％を占めるプラスチックごみ。それらは漂流する過程で波や紫外線の影響を受
けて劣化し、砕かれ、小さくなっていきます。そのうちサイズが５㎜以下のものを「マイクロプラスチック（マ
イクロビーズ）」と呼び、いま海洋環境において大きな問題となっています。私たちが毎日気軽に使っているレ
ジ袋やペットボトル等のプラスチックが小さなごみとなって世界中の海に漂ったり、沈んだりしているのです。
その数は推計5兆個以上。さらに九州大学の研究で、日本の近海における海水中のマイクロプラスチックの密
度は、これまで調査が行われた世界各地の平均と比べると、約27倍高いこともわかっています。
マイクロプラスチックはとても小さいため、魚や貝、水鳥など海に住む生物がプランクトンなどといっしょ
に飲み込んでしまいます。しかも厄介なことに、海水中の油に溶けやすい性質の有害物質を吸着させる特徴が
あり、実際に魚や貝の体内からマイクロプラスチックやそこから溶けだしたとみられるPCB（ポリ塩化ビフェ
ニル）などの環境ホルモンが見つかっています。つまりこの問題は海の生物だけでなく、それを口にする私た
ちの健康にも影響を及ぼしかねない脅威なのです。

さらにマイクロプラスチックはスクラブ等として化粧品や歯磨き粉などにも使用さ
れています。昨年6月のG7エルマウ（独南部）サミットでもマイクロプラスチック
は世界的課題と指摘され、年末には米国で「マイクロビーズ除去海域法」が成立。こ
れを受けて米国では2017年７月からスクラブ洗顔や歯磨き粉等に使用するマイクロ
ビーズの製造が禁止され、2018年6月から販売の全面禁止も決まっており、今後は
日本でもこうした動きが広がることでしょう。
もはや海岸のごみを拾うだけでは防げない脅威。海を漂っているマイクロプラス
チックのうち、直接海に捨てられたものは約20％、残り80％は道端やごみ捨て場、
下水から海に流れ込んできていると推測されています。私たちも毎日の暮らしの中で
ごみ捨てのマナーはもちろん、商品の選び方、使い方も意識したいものです。
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参考：環境省HP・NHKオンライン・東京大学海洋アライアンスHP

1回目作品ログキャビン
のポーチ

福岡市西区の海岸で見つけた
プラスチックごみの破片

海中に潜む『マイクロプラスチック』の
脅威から日本の海を守ろう！
海中に潜む『マイクロプラスチック』の
脅威から日本の海を守ろう！


