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“びんからびんへ”ガラスびんのリサイクル

食品トレイに描いた廃ガラスアート

学習
体験

活動
支援

情報
発信3R

　一年間に排出される家庭ごみ全体の約６割を占めるといわれる包装容器廃棄物。包装容器のごみを減らすことは、
省資源化対策に取り組むわが国の大きな課題です。さまざまな容器の中でも、臭いを移さず、風味を損なわず、密
閉性にも優れたガラスびんは、食品や化粧品、医薬品の容器をはじめ幅広い用途に利用されています。しかもガラ
スびん業界ではリユースやリサイクルという言葉が定着する以前から、それらが当たり前に行われてきました。

　空きびんは水洗いしてきちんと分別し、リサイクルできるものは燃えないごみではなく、「空きびん・ペットボトル」
の黄色いごみ袋に入れて出しましょう。福岡市ではこれらを選別施設でさらに無色、茶色、その他の色に分け、リサ
イクルを行っています。また、リターナブルびんは、販売店に返すか地域集団回収に出しましょう。

※リサイクルできないびんは「燃えないごみ」に出してください。

ガラスびんの３Ｒ

資料：環境省ＨＰ、日本ガラスびん協会ＨＰ

　びんが軽くなると、使用する原
料が減らせます。原料が減れば、
原料を溶かすための燃料や電力の
消費、さらに輸送燃料の節約にも
つながり、ＣＯ２の排出を削減で
きます。

Ｒｅｄｕｃｅ
（リデュース：ごみを減らそう）
 …ガラスびんの軽量化の促進

　リターナブルびんとは、空きびんを回収後
洗浄して、再び中身を詰めて商品化されるび
んのことです。一升びんやビールびん、牛乳
びんなどがその代表で、販売店への返却や自
治会等での分別回収後、各メーカーに返却さ
れます。例えばビールびんでは、キズがつか
ない限り約８年間、２０回以上も繰り返し使
用できるそうです。びんのリターナブル化が
進むことで原料が大幅に節約でき、製造に伴
う省エネにもつながっています。

Ｒｅｕｓｅ
（リユース：くりかえし使おう）
      　　　　　  …リターナブルびん

　リターナブルびんの役目を終えたびん
や割れたり傷ついたびんは、細かく砕か
れてカレットと呼ばれるびんの原料とな
り、再び新しいびんとして生まれ変わり
ます。このカレットを９０％以上使用し
たガラスびんはエコロジーボトルと呼ば
れ、私たちの身の回りでもすでに活躍し
ています。エコロジーボトルの強度はカ
レット１００％でも、新品と全く変わら
ないというから驚きです。

Ｒｅｃｙｃｌｅ
（リサイクル：資源として再利用しよう）
　　　　　　   …エコロジーボトル

リサイクルできるびん …

リサイクルできないびん …乳白色のびん、耐熱ガラスなどの特殊なガラス製品、割れたびん、
人体に危険な内容物のびん（農薬等）、容器でないガラス製品（板ガラス等）

飲料・食品・調味料・化粧品・家庭用常備薬などのガラスびん。

福岡市のガラスびんの分別について

リターナブルびんに刻印
されているＲマーク



封筒からお絵かきバッグ

　いよいよ夏休み。お子さんとの夏休みの計画はもう立てましたか？３Ｒステーションでは身近な自然観察を通し
て、自然の不思議さや自然の中のつながり（生物多様性）を学ぶ夏休み恒例の「親子自然観察会」を開催します。
今回は３Ｒステーションの敷地内とその近辺を探索します。また、身近な植物を使った草木染体験も企画していま
す。ぜひ、親子で自然とふれあい、その不思議さや大切さを体感してみませんか？

○日　時：平成２８年８月２０日（土）
　　　　　１０：００～１５：００
○場　所：福岡市西部３Ｒステーション敷地内、及び近辺
○定　員：親子２０組（抽選）
○参加費：無料
○締　切：平成２８年８月５日（金）必着

はがき、ＦＡＸ、または西部３Ｒステーション２階の受付で、「自然観察会希望」と記入し、
①住所  ②氏名  ③年齢  ④電話番号を明記してお申し込みください。
抽選のうえ、当選者のみはがきで詳細をご案内いたします。

親子自然観察会 ～五感を使った自然観察と草木染め体験～

昨年の様子

福岡市西部３Ｒステーション 〒819-0162　福岡市西区今宿青木1043-2
ＴＥＬ：０９２－８８２－３１９０　ＦＡＸ：０９２－８８２－４５８０

応 募 方 法

身近な自然
の中でわく

わく、

ドキドキを
見つけよう

！

手作りティッシュケース 洗濯ばさみで「だっこニャン」 革の端切れでネームタグ

壁掛けフラッグ 海のアート ぽんぽん船 おがくず粘土「もくねんさん」

端切れでコースター

タオル帽子

手作りふくろう

　環境ボランティア団体による手芸や工作など、さまざまなジャンルのワークショップが一日限定でオープン。捨
てればごみとなるものが、思いがけないアイデアでステキな小物に変身します。家族やお友だちといっしょに館内
を回り、もの作りを通してごみ減量のキーワード「３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）」について、遊びな
がら学んでみませんか？　※当日はフリーマーケットも同時開催します（フリーマーケットは１４：００まで）。

「親子自然観察会」
夏休み恒例

〇日　時：平成２８年７月１８日（祝・月）
　　　　　１０：００～１５：００（受付は１４：３０まで）
〇場　所：福岡市西部３Ｒステーション
〇参加費：５０円～

遊びながら３Ｒを学ぼう！

ワークショ
ップ作品



　６月７日（火）、アクロス福岡イベントホールで第８回『福
岡市環境行動賞』の授賞式が行われ、公民館での環境講座や環
境イベントで３Ｒステーションと活動を共にしている中村学園
三陽中学校・高等学校保健委員会の皆さんが「特別賞～エコ・
ウェイブ賞～」を受賞しました。
　『福岡市環境行動賞』は、環境にやさしい都市の実現をめざす
福岡市が平成１９年度に創設したもので、市における環境の保
全・創造に高い水準で貢献し、顕著な功労・功績をあげた個人、
団体、学校、事業者を表彰し、その活動を全市に広げることを目
的とするものです。地球温暖化防止やごみ減量・リサイクル、自

然環境保護、環境美化、環境教育・学習といった活動に対し、大賞、最優秀賞、優秀賞、奨励賞等が贈られます。
　中村学園三陽中学校・高等学校保健委員会の受賞は、平成２３年度の優秀賞に続いて２度目。同校では「高
校生にもできるＥＣＯ活動」を目標に、８年ほど前から毎日の学校生活の中で行う学食の割箸や飲料の紙
パック、ペットボトルのキャップの回収・リサイクル、公民館での環境学習、樋井川の清掃や大濠公園の
花いっぱい運動など、高校生目線の身近な活動を継続して行ってきました。
　最初は保健委員が個人で始めた活動が、保健委員会の活動となり、いまでは生徒会を中心に中学校を含
めた学校全体の取り組みへと拡大し、生徒一人一人の環境保全活動への意識の向上につながっています。
こうした活動の広がりが、福岡市が「環境にやさしい行動の波を起こそう」というスローガンのもと進め
ている「エコウェイブ・ふくおか」の取り組み趣旨に合致していることから、今回「特別賞～エコウェイ
ブ賞～」として表彰されました。
　授賞式後には「みんながつながる環境活動」をテーマに、受賞者によるトークセッションが行われ、パ
ネリストとして参加。学内外で行っている活動がスライドや動画で紹介され、若い世代の環境保全への積
極的な取り組みに客席からは温かい拍手が起こっていました。
　「この受賞を励みに、これからも後輩たちに引き継いでもらえるよう頑張りたい」と保健委員長の日下君
と委員の鳥羽君。学生時代に植えつけられた環境保全の意識が将来、大人になってもしっかりと根付き、
周囲を包み込むように大きく育ってくれることを願うばかりです。

中村学園三陽中学校・高等学校保健委員会

トークセッションの様子

「第８回福岡市環境行動賞」特別賞を受賞！

“高校生にもできる身近なエコ活動”の継続が評価され、



★体験コーナーの申込方法 電話か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電話番号を必ず明記しお申込み下さい。

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
●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　＊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
【定員】  6名/日(先着順）
【申込】前日まで

毎日

身近なもので万華鏡

【定員】  6名/日(先着順）
【申込】前日まで

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
【定員】  6名/日(先着順）
【申込】前日まで

毎日

メッセージ・チャーム

　　　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

ボタン deスタンプ

　　　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

牛乳パックで紙すき体験

　　　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

古布うちわ作り

　　　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

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！！

３Ｒ実践講座

日時／８月４日（木）、１１日（木）１８日（木）、２５日（木）
　　　１３：００～１６：００
場所／研修室
定員／１５名（抽選）
参加費／５００円
応募締切／７月２２日（金）必着
持ってくるもの／着物１着（ほどいて洗ったもの）、布の場合は約１００
㎝幅 ×３ｍ（２．５ｍと別布１３０㎝ ×６０㎝でもよい）、身返しを別布にする場合は別
布３０㎝×３０㎝程度、帽子用別布（裏用・着物地可）１００㎝×６０㎝程度、布用接着芯（薄
地）３０㎝ ×３０㎝、帽子用不織布中厚接着芯１００㎝ ×６０㎝、帽子用ゴム５～７㎜
幅×５０㎝、型紙用紙、はさみ（布用と紙用）、定規、筆記用具、裁縫道具一式

【全４回】 じゃばらカードポーチとピエロのブローチ
日時／平成２８年８月５日（金）、１２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／７月２２日（金）必着
持ってくるもの／ポーチ本体生地（木綿が
よい）縦３０㎝×横４０㎝、ポケット生地（木
綿がよい）縦３０㎝×横７５㎝、型紙用紙（画
用紙程度の厚さ）３０㎝×３５㎝、ピエロ用生地縦１０㎝×横
３０㎝、ブローチピン１個、綿少々、筆記用具、裁縫道具一式

【全２回】

パッチワーク教室
日時／平成２８年８月９日（火）～１１月２２日（火）の原則毎週火曜日
　　   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／７月２２日（金）必着　　　　　
持ってくるもの／３０㎝ ×３０㎝の布３～７種類、
又は残り布で４ｃｍ幅 ×３０ｃｍのものを何種類か
でもよい。手縫い糸（あれば６０番手）、縫い針（あ
れば四の二）、まち針、布用はさみ、裁縫道具一式

【全１４回】 着物で衿付きロングベスト
日時／平成２８年８月１９日（金）、２６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／８月５日（金）必着
持ってくるもの／着物１着分（洗ってほどいた
もの）、接着芯約１００㎝ ×５０㎝、型紙用紙、
はさみ（布用と紙用）、ものさし（５０㎝以上）、
筆記用具（赤鉛筆）、裁縫道具一式

【全２回】

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

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。

初心者向き 初心者向き 一枚の着物からアンサンブルと帽子

１回目作品
ログキャビンのポーチ


