
　「雑がみ」とは、段ボールや新聞紙以外のリサイクル可能な紙類のこと。お菓子やティッシュの空箱、トイレットペーパーやラップ
の芯など、「雑がみ」は福岡市の家庭から出る燃えるごみの約１4パーセントを占めています。重さにして年間約４万トンがリサイク
ルされることなく焼却処分されているのです（令和元年度福岡市家庭系可燃物組成調査）。「雑がみ」は貴重な紙資源。きちんと
分別して回収されれば、また新しい紙製品に生まれ変わることができます。「雑がみの分別を始めたら、燃えるごみの量が少なく
なった」という声も多く、まさに一石二鳥。まだやっていない方は、ぜひ今日から「雑がみ」リサイクルを始めましょう。

問い合わせ：福岡市環境局　循環型社会推進部　家庭ごみ減量推進課　TEL（092）711-4039FAX（092）733-5907

「雑がみ」「雑がみ」をリサイクルしてごみを減らそう！をリサイクルしてごみを減らそう！
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「雑がみ」ってどんなもの？

①大きな雑がみ
→雑誌や本、カタログは
　まとめてヒモでしばる。

②小さな雑がみ

限りある紙資源。…なのに！point!
ごみ箱のそばに雑がみ用の紙袋を置いておけば、
手軽に分別できます。

→はがきやラップの芯など
　は紙袋にまとめ、口をホッチ
　キスで留めるか、ヒモ掛けを。
　紙袋の持ち手が紙以外の場合は、
　切り取ってください。

まとめ方まとめ方 出し方出し方

お住まいの地域の集団回収や資源物
回収拠点へ。
※近くの回収拠点は右のコードを読み取るか　

福岡市 早わかりマップ

福岡市の家庭から出る燃えるゴミのうち、約14％が「雑がみ」で
す。28年度の市民アンケート調査では約5割の人が「雑がみを
燃えるごみに捨てている」と回答。まだまだ雑がみリサイクルが
浸透していないことが分かりました。

●パンフレット、カタログ、書籍　●お菓子等の紙箱、包装紙
●ティッシュの箱（取り出し口のビニールは取り除く）
●はがき、封筒（窓付き封筒のビニールは取り除く）
●投函されたチラシ　●紙袋
●トイレットペーパー、ラップ等の芯

リサイクル
できる紙類
( 雑がみ）

リサイクル
できる紙類
( 雑がみ）

→→ 資源回収へ資源回収へ

●汚れた紙、においのついた紙（洗剤や線香の箱等）
●圧着はがき　●ビニールコーティングされた紙
●カーボン紙、感熱紙　●写真
●冊子についているCD、DVDの袋
●絵具やクレヨンで描いた画用紙

リサイクル
できない紙類
リサイクル
できない紙類 →→ 燃えるごみへ燃えるごみへ

84
84



あなたのご家庭に食べきれずに余っている未使用の食品はありません

か？西部３Ｒステーションでは「フードドライブ」を開催中です。ご提供

いただいた食品は「特定非営利活動法人フードバンク福岡」を通じて、

子ども食堂や福祉施設など食べ物を必要としている方々へ無償で配布

されます。ご提供いただく食品は１点から大歓迎。これまで寄付の方法

がわからず捨てていた食品を持ち寄り、支援の輪を広げましょう。

毎日１０：００～１６：００※休館日を除く

西部３Ｒステーション２階受付

未使用・未開封のもの※賞味期限まで１か月以上ある、

常温保存可能なものに限ります。

傷みやすく保存が難しい魚介類。正しい保存方法を実践して鮮度を保ち、
最後まで美味しく食べ切りましょう。

ひと手間かければこんなに長持ち！知らないと損をする食品保存術！

一尾魚は頭や内臓を取り除き流水でよく洗う。水けをしっかりふき取り、
ラップでぴっちり包む。保存袋に入れ冷蔵室または冷凍室へ。

魚（冷蔵で約３日間、冷凍で約３週間）魚（冷蔵で約３日間、冷凍で約３週間）

えび（冷蔵で約３日、冷凍で約１か月）えび（冷蔵で約３日、冷凍で約１か月）

たこ（冷蔵で約３日間、冷凍で約１か月）たこ（冷蔵で約３日間、冷凍で約１か月）

いか（冷蔵で約３日間、冷凍で約１か月）いか（冷蔵で約３日間、冷凍で約１か月）

いくら（冷蔵で約３日間、冷凍で約１か月）いくら（冷蔵で約３日間、冷凍で約１か月）

魚介類
編

「フードドライブ」開催中!!「フードドライブ」開催中!!

日　　時

場　　所

対象食品

参考資料：ひと目でわかる！食品保存事典（講談社）
・食品の保存テク（朝日新聞出版）

ご家庭で
余っている食品を
ご提供ください！

ご家庭で
余っている食品を
ご提供ください！

頭や背わたを取り除き水で洗う。ペーパー
タオルで水けをふき取り、保存袋に入れ密
閉しチルド室へ。

頭や背わたを取り除き水で洗う。フタ付きの保存
容器に入れ、えびが浸かるくらい水を注ぎフタを
して冷凍室へ。流水解凍がおすすめ！

冷　蔵

冷　凍

冷　凍

軽く酒をふり、１切れずつラップで
包む。保存袋に入れチルド室へ。

食べやすい大きさにカットし、冷凍用保存袋
に重ならないように並べ冷凍室へ。自然解凍
または凍ったまま調理。

冷　蔵

冷　蔵 冷　凍

フタ付きの保存容器に移し替えチルド室へ。
しょうゆ漬けや塩漬けにしてもOK！

アルミカップに小分けし、フタ付きの保存容器に
入れ冷凍室へ。前日に冷蔵室へ移して自然解凍。

冷　凍

内臓や軟骨などを取り除き、内側まで水洗いする。
水けをふき取り、足と胴体にわけてラップでぴっち
り包む。保存袋に入れチルド室へ。

内臓や軟骨などを取り除き、内側まで水洗いする。
部位ごとに切り分け、ラップでぴっちり包む。冷凍
用保存袋に平らに並べ、密閉して冷凍室へ。

冷　蔵

冷　蔵

冷　凍

刺身は当日中に
食べ切りましょう。
余ったら下味をつけて

加熱調理を!!



残り布でワイヤーバッグ作り

令和3年3月4日、11日、18日（木）
13：00～ 16：00
8名（抽選）
2階研修室 2月19日（金）必着

※ワイヤー口金、接着芯はこちらで準備します。

３月３月３月３月の3R実践講座の3R実践講座の3R実践講座の3R実践講座

3 

月
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

お子さんの入園・入学に必要なレッスンバッグと
シューズバッグ、体操服入れなどの作り方を学ぶ
１日講座。

※幼稚園・小学校の指定サイズがわかプリントがあればご持参ください。

布約100㌢幅×140㌢程度（すべて同じ布で作る場合）。その他レッスンバッグ
用内布、持ち手用テープ、巾着用ひも、Ｄカンなど。

主な材料主な材料

日 時 令和3年3月5日（金）
10：00～13：00
8名（抽選）
2階研修室 2月19日（金）必着

参加費
場 所 応募締切
定 員

入園・入学グッズ作り

　丁寧な解説で初心者でも作れる！おしゃれ
で実用性の高い手作り布マスク本です。プ
リーツマスク、立体マスクに加え、１枚布の
【すっきりフィットマスク】や【すっぽりず
れないギャザーマスク】など７種類のマスク
の作り方を紹介。マスクはすべてS・М・L・
LLサイズの実物大型紙付きなので小学生から
大人まで使えます。生活必需品として、お
しゃれアイテムとして、お気に入りの布で手
作りしてみませんか？

今月のおすすめ図書

　さまざまなシーンで役立つ
エコバッグの作り方を紹介。
毎日使える定番のナイロン
バッグはもちろん、Ｔシャツ
やジーンズをアレンジした
り、米袋や百均アイテムを
使った面白いエコバッグなど
色々な用途で使えるアイデア
が満載。サイズも生地も好き
に選べて楽しい一冊です。

貸出図書コーナーより

主婦の友社（編）

おしゃれで着け心地がよい　
　　　決定版・手作り布マスク

主婦の友社（編）

作って楽しい、毎日使える　
　　　簡単！手作りエコバッグ

※作品例

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

着なくなった服や着物、家にある残り布等を利用して、口が
大きく開いて使いやすいワイヤー口金入りバッグを作る。

表布：５０㌢×１００㌢を２～３枚（持ち手分を含む。着なくなった着物や洋服、残り布など
でよい）。裏布（内袋用）５０㌢×１００㌢を１枚。ファスナー：長さ４５㌢～５０㌢１本。

主な材料主な材料

日 時

参加費
場 所 応募締切
定 員 500円

無料

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？ 



10:00-17:00
（衣類の持ち込みは16：00まで）

福岡市西部３Rステーション 検索

公益財団法人 ふくおか環境財団編集・発行／ 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。

http:/ /www.fukuoka-seibuplaza.com

姪浜・天神・博多方面より
西鉄バス「三陽高校前」バス停より徒歩約2分
西鉄バス「生の松原団地南」バス停より徒歩約5分
［西鉄バス情報］http://www.nishitetsu.jp/bus/

西部３R
ステーション

博多駅
天神方面姪浜駅

西鉄バス 地下鉄

西鉄バス

開館
時間

月曜日
（休日の場合は開館し、次の平日休館）

休館
日

092-882-3190 092-882-4580

福岡市西部３Rステーション
バ
ス
で

お
越
し
の
方

〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043番地の2

TEL FAX

博多湾

天神→
高崎交差点

福寿園 総合西市民
プール

西区役所

←前原

三陽高校バス停

生の松原
団地南
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

下山門駅

姪浜駅
JR筑肥線

福岡市営
地下鉄

三陽高校 福重 JCT

202202

560560

西部３Rステーション

ツイッターを
始めました

西部３Ｒステーション　講座・イベント情報 

場所／2F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

■ふくおか環境倶楽部主催
　日時／毎月第2・第4土曜日
　　　　13：00～16：00

生ごみの堆肥化でお困りの方は何でも相談ください。生ごみ堆肥相談会

西部３Ｒステーションでは、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？

体験講座の申込方法 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。

2月の体験講座！ すべて無料です！！

ご来館の皆さまへお願い

食品トレイで
マグネットインテリア

申込

所要時間30分程度
毎日 10：30～15：30

随時

はぎれ（布・革）で作る
ストラップ

申込

所要時間30分程度
毎日 10：30～15：30

随時

木の枝
フォトスタンド

申込

所要時間30分程度
毎日 10：30～15：30

随時

ハーブ入りリサイクル
せっけん作り
水曜日

申込

定員

10：30～11：30
5名/日（先着順）
希望日の3日前まで

・ご利用はできるだけ少人数でお願いします。

・発熱、咳等の症状がある場合は来館をご遠慮ください。

・館内はマスク着用でお願いします。

・入口に消毒液を設置していますので、手指の消毒をお願
　いします。

・人との距離（2㍍程度）を保つようお願いします。

入館されるすべての方へ
・受講前に、体調確認と体温測定にご協力ください。

・新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するため、
　2・3月に開催予定の3R実践講座、体験講座、生ごみ堆
　肥相談会については、状況により実施を見合わせる場合
　がございます。何卒ご理解いただきますようお願いいた
　します。

講座を受講される方へ




