福岡市西部 3Rステーション情報誌

2019.

1

Vol.154
謹賀新年
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
旧年中は西部３Ｒステーションをご利用いただき、
誠にありがとうございました。
今年も多くの皆様にご利用いただけますよう、
魅力的な講座やイベントの開催など、
より良い施設運営に努めてまいります。
皆様のご来館を心よりお待ち申し上げます。
福岡市西部３Ｒステーション

3R

情報
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学習
体験
古布で干支
（亥）
の押絵（３R実践講座講師 眞𡽶法子さん作品）

「もったいない」
を「ありがとう」
に変える

フードドライブ をご存知ですか？
まだ十分食べられるにもかかわらず、当たり前のように捨てられてしまう食べ物。いま、世界中で食品ロスが
大きな問題となっています。日本の食品ロスは年間約６４６万トン（平成２７年度推計）。そのうち半分は家庭か
ら排出されるもので、手付かずのまま捨てられた食品も数多く含まれています。しかし捨てられる食べ物が多く
ある一方で、日々の食事にも困っている人たちが大勢いるのです。
。家庭で使いきれない未使用の食品を
そんな貧困にあえぐ人たちと食べ物を結ぶ活動が「フードドライブ」
集め、フードバンクなどを通じて食べ物を必要としている方々に無償で配布する活動で、フードバンク発祥の地
アメリカでは１９６０年代から盛んに行われています。
「フードドライブ」は福祉施設や子ども食堂などに直接足を運ばなくてもできるボランティア活動。ご近所や職
場、学校、地域のお祭りなど、人が集まる場所であればいつでもどこでも、好きな時間に開催できます。西部
３Rステーションでも昨年１１月に開催した「エコフェスタ２０１８」で、初めて「フードドライブ」を実施。来
場者の皆さんから多くの食品をご寄付いただき、「フードバンク福岡」を通じて福祉施設や子ども食堂等に届け
ることができました。
特売で買いすぎた缶詰が余っている、いただき物が多くてうちではとても食
べきれない…。皆さんのご家庭にそんな食品はありませんか。
「フードドライブ」
で寄付する食品の量は問いません。未使用・未開封で、賞味期限が1か月以
上ある常温保存可能なもの（みりん・料理酒以外のアルコールを除く）であれば、
１個からご提供いただけます。自分たちの地域で「フードドライブ」をやって
みたい方、開催情報を知りたい方はぜひ下記までお問い合わせください。
「もったいない」をなくし、
「おすそわけ」を当たり前に、そして「ありがとう」
に変えるアクション。皆さんも始めてみませんか？
◆特定非営利活動法人フードバンク福岡

「エコフェスタ2018」での
フードドライブ活動の様子

TEL092-710-3205（月〜金10時〜16時）

エコな暮らしのアイデアノート
お風呂の残り湯を上手に活用しましょう！
ある環境意識に関するアンケートによると、お風呂の残り湯を再利用している人は、全体の約３０％強。一番多く
使われているのは洗濯です。再利用しないという人の中には
「衛生面で不安」
という声もありますが、
「なるべく早め
に使う」
「すすぎは水道水で行う」
などのルールを守れば大丈夫。むしろ衣類についた皮脂汚れは温かいお湯の方が
落ちやすいなど、メリットの方が大きいようです。
毎日の洗濯の洗いにお風呂の残り湯を使った場合、１年間にカットできるCO２の量は約１７ｋｇ。これは樹齢５０
年の杉の木 約１と１／５本分が吸収するCO２の量とほぼ同じ。さらに水道代も平均で年間５,０００円程度節約でき
ます。一般家庭の浴槽の水量は２００ℓ前後で、１回の洗濯に利用する水の量は５０〜８０ℓ。洗濯以外にも、拭き
掃除や洗車、植木の水やりなど、それぞれのご家庭に合った活用法を考えてみましょう。

残り湯を洗濯に使うときの注意点
残り湯はきれいに
入浴する際は、汗や汚れを洗い流してから浴槽に入る。浴槽に浮いた髪
の毛などはあらかじめ取り除いておく。
冷めないうちに使う
温度が高いほど洗剤に含まれる酵素の働きも活発になり、衣類についた
皮脂汚れも落ちやすくなります。
最後のすすぎは水道水で
最近は除菌効果のある洗剤が多く、適量を使うことで汚れを包み込んで
洗い流してくれるので再付着の心配はまずありません。ただし最後のすす
ぎは必ず水道水で行いましょう。
入浴剤入りの残り湯に注意
入浴剤入りの残り湯を付け置きに使うのは避けましょう。色鮮やかな入
浴剤の場合、白い衣類は染まってしまう可能性も。また成分によっては植
物への水やりにも注意。パッケージ裏の注意書きを確認しましょう。

「さらば、食料廃棄」 捨てない挑戦

参考：環境省HP

シュテファン・クロイツベルガー、
バレンティン・トゥルン 著

獲った魚の半分は海に捨てられ、スーパーでは食べられる食料品を大量廃棄…。いま全世界で人間
の食用に生産された食料品の３分の１がごみとして捨てられています。賞味期限切れはもちろん、
「ちょっと箱がつぶれている」「少し形が悪い」などの理由だけで廃棄されていく食料品。いつから食べ
物はこんなに価値を失ってしまったのでしょうか。本書はドイツ人ジャーナリストの著者が、この悪
い冗談のような現実と浪費社会に立ちむかうユニークな試みを追った、渾身のルポ。老若男女問わず、
この本から学ぶことはたくさんあります。

もっとおいしく、ながーく安心

「食品の保存テク」

徳江 千代子

監修

食べきれずに残ってしまう食品を、できるだけ長くおいしく保存するにはどうすればいいのか。自分の
保存方法は本当に正しいのか。そんな疑問や不安を即座に解決してくれるのがこの本。野菜・果物から、
肉・魚介類、加工品、乾物、調味料に至るまで、あらゆる食品の保存テクニックとルールが、食材ごとに
詳しく紹介されています。農芸化学博士の著者ならではの豊富な知識で、保存方法以外にも、旬の時期や
栄養成分、農薬のこと、保存期間、保存後の調理方法まで、カラー写真をふんだんに使って解説していま
す。目からウロコの情報が盛りだくさん。キッチンの手の届く場所に、ぜひ置いておきたい一冊です。

本物の体験・感動を通し、
あらゆる観点で環境に携わる人材育成を目指す
福岡県立柏陵高校普通科環境科学コース

もく ひと

目等

聡さん

福岡市南区柏原にある福岡県立柏陵高校には、普通科各学年に１クラス、県立高校には珍しい環境
科学コースが設置されています。自然の仕組みや人間と自然の共生について学び、環境に配慮した生き
方のできる生徒を育てることを目的に、平成９年に開設されました。グローバルな環境情報を教材に授
業を展開。校外研修や研修旅行を通して自然環境の実体験も交えながら、あらゆる分野でさまざまな観
点から環境に携わる人材の育成を目指しています。開設１０周年の平成１９年度には第１回福岡市環境行
動賞最優秀賞を受賞。今回はその特色ある取り組みについて同校環境科学課長の目等聡先生にお話を
伺いました。

Ｑ．県下で初めての本格的な環境関連の専門科目として設置されたということですが、
どのような授業が行われているのですか？

A． 専門科目としての授業は週２時間、少人数できめ細かい指導が特色で、
主にフィールドワーク（野外活動）を中心とした研修を行っています。現地
で専門家の話を聞いたり、自分で実際に視たり触れたりすることで、教室
では学べない数多くの貴重な体験ができる内容になっています。

Ｑ．研修の内容を具体的に教えてください。

屋久島研修では大自然を満喫

A． １年次はアカマツの森の管理や多様な生態系の維持、水生生物による
たで

九重研修

（蓼原湿原で日本伝来の植物を観察）

はら

水質調査の方法を学ぶ「油山研修」や、蓼原湿原(ラムサール条約登録)で
の植物観察や地熱発電について学ぶ「九重研修」、地球環境保全のための
干潟の重要性について学ぶ「和白干潟研修」があります。また２年次には
世界自然遺産の「屋久島研修」、「知床釧路研修」があり、大自然の森や海
を目の当たりにし、人間と自然との関わりについてさまざまな視点から学
習します。生徒たちにとっては環境に対する意識が高まると同時に、環境
保護の難しさについても実感する貴重な体験となっています。

Ｑ．環境に関するボランティア活動も積極的にされていますね。
東海大学熊本キャンパスでの
受講風景

和白干潟で干潟の生物を観察

A． はい、１０月の和白干潟の研修では、アオサを回収し、干潟の清掃活
動にも参加していますし、１月には油山市民の森でアカマツ林やカブトム
シの森の保全のため、落ち葉を集めたり、下草刈りや樹木の間伐を行っ
ています。また１０月に福岡市役所前広場で行われる「環境フェスティバル
ふくおか」にも毎年ワークショップを出展しています。生徒たちにとっても
たくさんの来場者の皆さんと交流し、環境保全の輪を広げる良い機会と
なっています。

Ｑ．柏陵高校は福岡市内にありますが、
他の学区からも受験できるのですか？

A． 環境科学コースへは福岡県全域からの受験が可能です。普通科に含まれるの
で、進路も基本的には普通科の卒業生と変わりませんが、卒業生は環境の知識
を身につけたうえで、文系や理系の大学に進学したり、会社員、看護師、教員、
警察官などさまざまな方面の職業で活躍しています。

「環境フェスティバルふくおか2018」
でのワークショップ

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。

2月の「３Ｒ 実 践 講 座 」
裏付き襟なしコート作り【全３回】

古布でうさぎのおひな様作り【全２回】

日時／平成３１年２月７日㈭、１４日㈭、２１日㈭
１３：００〜１６：００
定員／１５名（抽選）
参加費／５００円
場所／２階研修室
応募締切／１月２４日㈭必着

日時／平成３１年２月９日㈯、１６日㈯
１３：００〜１６：００
定員／１５名（抽選）
参加費／５００円
場所／２階学習室
応募締切／１月２４日㈭必着

持ってくるもの／
表布（ウールなどの厚手生地）
１５０㎝幅×１４０〜１５０㎝。
※着物の場合は１着分（ほどいて洗い、
アイロンをかけておく）。
裏地（綿や化繊など軽いもの）
：表生地と同量。
ボタン（直径１．
８〜２．
４㎝）
５個。型紙用紙、
ものさし、
紙用・布用はさみ、裁縫道具一式、筆記用具。

持ってくるもの／
糸（赤、白、黒など）、針など裁縫道具一式。厚紙（菓子箱など）。
定規、紙用・布用はさみ、筆記用具。

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、

【応募方法】 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。

1月の
体験講座！
すべて無料です！
！

身近なもので
万華鏡
毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

つまみ細工の
花飾り

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
【申込】随時

毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

ボタンで
スタンプ
毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

★体験講座の申込方法★

木の枝
フォトスタンド

ｅｃｏでおしゃれな
マグネット
インテリア

毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

ハーブ入り リサイクル
せっけん作り

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

電話、または西部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。

生ごみ堆肥相談会
生ごみの堆肥化でお困りの方は何でも相談ください。
場 所／２階啓発コーナー 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講習会
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
場 所／２階啓発コーナー
参加費／無料
事前申込／不要 ※基材・テキスト購入可
博多湾

西 部 3 Rス テ ーション ご利用案 内

［ウェブサイト］ http://www.fukuoka-seibuplaza.com

福岡市西部3Rステーション

検索

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！

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

天神→

←前原

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）
Ｔ Ｅ Ｌ：092-882-3190
FAX：092-882-4580

編集・発行
お問い合せ

毎日 10:30〜15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

今宿駅
今宿IC

JR 筑肥線
生の松原団地

高崎交差点

捨六町IC
三陽高校

三陽高校バス停

国道202号線バイパス

福寿園

総合
西市民
プール

西部3Rステーション
●西鉄バス「三陽高校前」より徒歩約2分
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。

