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福岡市西部3Rステーション情報誌福岡市西部3Rステーション情報誌
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サンタのオーナメント(３Ｒ実践講師　眞𡽶さん・安武さん作品)

3R

情報
発信

活動
支援

　飲料や缶詰などの容器としておなじみのアルミ缶やスチール缶。福岡市では燃えないごみとし
て回収された後、資源化センターでアルミとスチール（鉄）を選別し、リサイクルされています。

アルミ缶・スチール缶のリサイクルアルミ缶・スチール缶のリサイクル

　アルミ缶は軽くてさびにくく、熱
を伝えやすく、早く冷やせることか
ら、ビールやコーヒーなどの飲料缶
として使われています。
　アルミ缶の最大の特徴はリサイク
ル性の高さです。2015年度の飲料
用アルミ缶のリサイクル率（再生利用率）は90.1％、さら
に CAN TO CAN 率（アルミ缶からアルミ缶への再生率）
は74.7％と、前年より11.3％も高くなりました。
　アルミ缶はアルミ缶へと何回でも生まれ変わることがで
きます。アルミ缶の素材であるアルミニウムは、原料とな
るボーキサイトからアルミナを取り出し、電気分解するこ
とで製造されますが、一度金属となったアルミニウムは新
地金を製造するときのわずか3％ほどのエネルギーで再生さ
れ、再びアルミ缶へと生まれ変わることができるのです。
つまり、新たにアルミニウムをつくるのに比べ、97％もの
エネルギーが節約できることになり、資源の有効利用、地
球環境保全の観点からも大きな意義があるのです。

　スチール缶は缶
ジュース等の飲料
缶のほか、フルー
ツや魚の缶詰など
の食料缶、海苔・
お茶・菓子などの
一般缶、食品用の一斗缶（18リットル缶）などに使
われています。これらは自治体の分別収集や自動販
売機、事業所・工場などの事業系回収ルートによっ
て集められ、資源化施設で鉄スクラップとなり、そ
れを製鉄メーカーが原料として購入。再びスチール
缶の鋼板や建築用の鋼材、自動車や家電用鋼板など、
さまざまに形を変えてリサイクルされているのです。
　スチール缶の2015年度のリサイクル率は約93％。
一年間にリサイクルされるスチール缶は約60万トン、
東京タワー約150本分に相当します。

参考：福岡市・アルミ缶リサイクル協会・スチール缶リサイクル協会ＨＰ

アルミ缶識別表示マーク 飲料缶マーク 一般缶マーク

アルミ缶はできる
限りつぶす。

中身を出し、水で汚れを
洗い流し、水気を切る。① ②

※正しい捨て方の手順※正しい捨て方の手順

アルミ缶 スチール缶

※アルミ缶のタブは取り外さないでください。また、飲料用アルミボトルのキャップもアルミ製なので本体同様、燃えないごみに出してください。※アルミ缶のタブは取り外さないでください。また、飲料用アルミボトルのキャップもアルミ製なので本体同様、燃えないごみに出してください。
※地域集団回収や回収拠点 (スーパーなど )でも回収されています。ぜひ、ご利用ください。※地域集団回収や回収拠点 (スーパーなど )でも回収されています。ぜひ、ご利用ください。

学習
体験
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12月   ３日（土）・　4日（日）
　　　10日（土）・11日（日）
　　　17日（土）・18日（日）
　　　　

当日（先着順）

２Ｆ体験コーナー

無料

　いよいよ１２月。街も人もクリスマスムード一色に染まります。

西部３Ｒステーションでは１２月第１～３週の各土日、家にある廃材を使って作る、エコでか

わいいクリスマス小物のワークショップを開催します。家族やお友達へのプレゼントにもぴっ

たりの“もの作り”が日替わりで体験できます。

　どの講座も参加費は無料。先着順の受付となりますので、お目当ての講座にはお早めにご来

館ください。今年のクリスマスはハンドメイドでクリスマス気分を盛り上げてみませんか？

　また、最終日の１８日（日）には家庭で不用になったおもちゃを持ち寄って、欲しいおもちゃ

と交換できる「おもちゃのかえっこバザール」も開催します。おもちゃの持ち込みは一人１０

点までＯＫ。期間中、ワークショップに参加して集めた「かえるポイント」でも、かえっこバザー

ルに参加できます！

クリスマスエコもの作りとかえっこバザール

●木の枝サンタ

●木の枝カード立て土 12/412/4 日

12/1012/10
●キラぼっくり、コルクちゃん

●クリスマスドーム
土 12/1112/11

●クリスマスストラップ

日

12/1712/17
●クリスマス
  ボックス

土 12/1812/18 日

日　時 申込み

場　所

参加費
10：00～14：00

午前の部　10：00～11：30
午後の部　12：30～14：00
午前の部　10：00～11：30
午後の部　12：30～14：00
午前の部　10：00～11：30
午後の部　12：30～14：00
午前の部　10：00～11：30
午後の部　12：30～14：00

家にある廃材を利用して、エコでかわいいクリスマス小物を手づくりしませんか？

※「かえっこバザール」の開催は18日（日）のみ※「かえっこバザール」の開催は18日（日）のみ※「かえっこバザール」の開催は18日（日）のみ※「かえっこバザール」の開催は18日（日）のみ

●封筒からのサンタバッグと
　サンタさんのストラップ作り

●キャンドル
  作り

●ツリーの小物入れ
  松ぼっくりのサンタ

★かえっこ
    バザール

●トイレット
  ペーパーの芯で
  リース作り

●端切れでサンタ
  のオーナメント

●サンタと花のオーナメント

●松ぼっくりのガーランド

(　　　　　　　　 　　　　　　)
(　　　　　　　　 　　　　　　)
(　　　　　　　　 　　　　　　)(　　　　　　　　 　　　　　　)



　１年前、福岡市が行った「イノベーションスタジオ福岡」というプロジェクトに、デザイナーとして参加
したのですが、そのとき与えられたテーマが「隠れた資源のデザイン」だったんです。そこで、工場などで
出る木材の端材には「素材としての価値」があるのではないかという点に着目し、その解決手段として企画
したのが、端材を素材として、さまざまな使い方を提案する『マテリアルマーケット』です。現在、ほかに
３人の仲間が本業の傍ら、協力してくれています。

A．
Ｑ．「マテリアルマーケット」の活動内容と、始められたきっかけを教えてください。

　今はイノベーションや環境啓発など、いろいろなジャンルのイベントに参加して、端材という「素材」に
興味を持ってくれる人がどれくらいいるのか、どんな人たちが関心を寄せてくれるのかを探っているところ
です。活動当初、試験的に出展したイベントでは、素材を廃材と思わせないようなディスプレイをし、なお
かつ、その場で加工して作品が完成するよう、プロのデザイナーやＤＩＹアドバイザーがサポートするとい
うワークショップを行ったのですが、子どもから大人までとても好評でした。
　最近では九州大学芸術工学部の演習授業に素材を持ち込んだり、大牟田市の有明工業専門学校の学園祭に参
加したりと、教育現場にも活動の場を広げています。有明高専でのワークショップは、学生たちに地元のこと
を知ってもらうきっかけづくりにしたいと考え、大牟田の企業から出る端材を使うことにもこだわりました。

A．
Ｑ．どんな場所で、どのような活動をされているのですか。

　最初は木材だけでしたが、いろいろなイベントに参加するうちに、
企業の方から、『こんな廃材があるけど、使えますか』と声をかけ
ていただくことも増え、いまでは革やプラスチック、イ草などさま
ざまな種類が集まるようになりました。捨てる側からすると単なる
ごみでも、私たちにとってはすごく面白い素材だったりするし、ま
た、それを素材として使った作品を見ていただくと、企業の方の意
識も変わっていくようです。産業廃棄物の処分には当然、費用がか
かりますが、これまで捨ててきたものの中に、素材としての価値を
見出せたなら、ごみの捨て方も変わってくるし、本来捨てられてい
たものが救出され、製品になって甦れば、処分するエネルギーも減
らせます。これは環境への取り組みにもなると考えています。

A．
Ｑ．活動していく中で、何か変化したことはありますか？

　定期的にワークショップやイベントに出展して、より多くの方に私たちの活動を知ってもらうと同時に、
素材を提供してくれる企業に対しても、端材の “素材” としての使い方を提案していきたいです。その活
動の場として、今、これまでの活動を通して知り合った仲間たちといっしょにショールーム的な場所を立
ち上げているところです。端材で作ったからといって、簡単には捨てられない、クオリティの高いものを
デザインし、それが市場に出るようになれば一番いいですね。

A．
Ｑ．今後の活動の目標をお聞かせください。

　廃棄物として捨てられていたものが、素材となり、ステキな作品に生まれ変わり、その結果、ごみも減り、新たな
ビジネスチャンスが生まれる…。お話を伺っていると、この環境にやさしい “循環” の可能性がどんどん広がってい
くようで、とても楽しみです。

工場から出る端材に、“素材”としての命を
　「マテリアルマーケット」久保哲也さん

睦さん

取材を終えて

　工場などの生産過程で出る端材は、その多くが産業廃棄物と
して処分されています。そんな “ごみ”となる運命の端材に『素材』
としての価値を見出し、プロのデザイナーならではの技術とセ
ンスで、価値あるもの作りを提案しているのが『マテリアルマー
ケット』の皆さんです。今回はその代表であるプロダクトデザ
イナーの久保哲也さん、グラフィックデザイナーの睦さんご夫
婦にお話を伺いました。

端材を使ってデザインしたおしゃれな作品たち。
下段は素材を詰めて販売しているマテリアルボックス
端材を使ってデザインしたおしゃれな作品たち。
下段は素材を詰めて販売しているマテリアルボックス



★体験コーナーの申込方法 電話、又は西部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。

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　場所／２Ｆ啓発コーナー
●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
場　所／２Ｆ啓発コーナー　＊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
【申込】随時

毎日

身近なもので万華鏡

【申込】随時

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
【申込】随時

毎日

ボタン deスタンプ

　　　10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

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
【申込】随時

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！！

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

牛乳パックで
メモ＆フォトブック

【申込】随時

毎日　　　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。

  
　家庭から出る不用品や廃材を使って、エコで
かわいいクリスマス小物を作るワークショップ
を、日替わりで開催します。
　最終日の１８日（日）にはおもちゃの「かえっ
こバザール」も行います。不用になったおもちゃ
（１人１０個まで）を持って、ぜひご参加くだ
さい（ビデオや壊れたおもちゃは不可）。

日　時／平成２８年１２月　３日（土）・　４日（日）
　　　　　　　　　　　　１０日（土）・１１日（日）
　　　　　　　　　　　　１７日（土）・１８日（日）
　　　　１０：００～１４：００

○申込み：当日 (先着順 )　○場　所：２Ｆ体験コーナー　○参加費：無料

クリスマスエコもの作りとかえっこバザール

お花のメモスタンド

　　　10:30～15:00
所要時間30分程度
【申込】随時

毎日

New

New

１月の「３Ｒ実践講座」

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】

【全２回】

【全３回】 【全３回】

【全３回】
鼻緒スリッパ
日時／平成２９年１月１３日（金）･２０日（金）
　　　１３：００～１６：００
定員／１５名（抽選）　　　　　　
参加費／５００円
応募締切／１２月２１日（水）必着
持ってくるもの／表布約３０㎝ ×２５㎝、鼻緒用布１３セ
ンチ ×３５㎝を２枚、パイピング用布５０㎝角程度（ワイ
シャツ等を利用しても可）、ものさし（３０㎝以上）、しつけ糸、
裁ちばさみなど裁縫道具一式。

はじめてのパッチワーク
日時／平成２９年１月7日（土）・２１日（土）・２８日（土）１３：００～１６：００
定員／１５名（抽選）
参加費／５００円
応募締切／１２月２１日（水）必着
持ってくるもの／ベース生地（後ろ・ふた・パイピング用布）５０㎝ ×５０㎝１枚、
端切れ１５㎝ ×１５㎝を３～５種類（または１５㎝ ×２０㎝を２種類）、布用はさみ、
縫い針（あれば四ノ二）、縫い糸（あれば６０番手の手縫い糸）、待ち針、筆記用具（黒っ
ぽい布を使う場合は見えやすい色のペン等）

着物から簡単ピンタックワンピース
日時／平成２９年１月１１日（水）・１８日（水）・２５日（水）
　　　１３：００～１６：００
定員／１５名（抽選）　　　　　　
参加費／５００円
応募締切／１２月２１日（水）必着
持ってくるもの／着物 ( かすり・紬・ウール
など)一着分、型紙用紙、定規、裁縫道具一式

一重の襟なしコートとネッカチーフ
日時／平成２９年１月１２日（木）・１９日（木）・２６日（木）１３：００～１６：００
定員／１５名（抽選）
参加費／５００円
応募締切／１２月２１日（水）必着
持ってくるもの／〈コート〉着物１着（ほどいて洗い、アイロンをかける）、またはウール
地等１５０㎝幅１．４～１．５ｍ、接着芯１ｍ、ボタン５個（直径１８～２４ｍｍ）、袖裏
用布（綿等１１５㎝幅８０～１００㎝または薄手の着物生地）。〈ネッカチーフ〉表用に着
物の片袖分の布、裏用に着物の裏布か八掛、または洋服の裏布（表裏とも３３㎝ ×８０㎝
程度）、型紙用紙、紙用・布用はさみ、ものさし、メジャーを含む裁縫道具一式、筆記用具。

（午前の部 10：00～11：30／午後の部 12：30～14：00）
※かえっこバザールの開催は１８日 (日 ) のみ


