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西部3Rステーションでは、各種講座や体験コーナー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？ 2015.11
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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。

学習
体験
学習
体験

情報
発信
情報
発信

活動
支援
活動
支援３R３R

エコドライブ１０のすすめエコドライブ１０のすすめ

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又は西部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→
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今宿駅
今宿IC
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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、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、お申込みください。【体験コーナーの申込方法】

 随時  10:30～15:00
のうち、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
  随時  10:30～15:00
のうち、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

  随時  10:30～15:00
のうち、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

  随時  10:30～15:00
のうち、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

  随時  10:30～15:00
のうち、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27年12月４日（金）、12月11日（金）、
　　　12月18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11月25日(水)必着
持ってくるもの／女性用羽織１
枚（ほどかず、そのまま）、糸切り
はさみ又はリッパー、羽織と同
色の手縫い糸、しつけ糸（白）、
裁縫道具一式、筆記道具。

•女性用羽織で衿付
  ロングベスト作り【全3回】

日時／平成27年12月３日（木）、10日（木）、
　　　17日（木）、24（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／ 11月25日（水）必着
持ってくるもの／ズボン１本

（あればウール地、そのままで
OK）、裏布50㎝×100㎝位×
１枚、アップリケ用端布（30㎝
×30㎝位）5～6枚、裁縫道具
一式、型紙用紙。

•冬ズボンでパッチワークの
 バッグ作り【全4回】日時／平成27年12月１日（火）

　　　13:00～16:00
場所／研修室　定員／15名（抽選）
参加費／ 300円
応募締切／11月24日（火）必着　　　　
持ってくるもの／なし

•干支の置物作り

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

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27年12月5日（土）、6日（日）、12日（土）
　　　　13日（日）、19日（土）、20日（日）
　　　　各日10：00～14：00
場　所／西部3Ｒステーション　
参加費／無料

クリスマスエコもの作りと
かえっこバザールのご案内

トイレットペーパーの芯で
クラフト工作
 随時  10:30～15:00
のうち、30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

 随時  10:30～15:00
のうち、30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

自然の素材を使ったダンボールの額飾り
野あそびＨＵＴ　生田哲朗氏講座「森の美術館」より
自然の素材を使ったダンボールの額飾り
野あそびＨＵＴ　生田哲朗氏講座「森の美術館」より

行楽の秋。紅葉も見ごろを迎え、山や高原へのドライブが楽しみな季節ですね。
11月は警察庁・経済産業省・国土交通省・環境省で構成される『エコドライ

ブ普及連絡会』が定める「エコドライブ推進月間」です。毎日の運転でも交通ルー
ルやマナーをきちんと守り、地球と財布にやさしい運転を心がけましょう。

１．ふんわりアクセル　　スタート
　　目安は最初の５秒間で時速20キロに達するくらいの加速

です。日々の運転でこの発進を心がけるだけで約10％燃
費が改善します。

２．車間距離にゆとりを持って、加速・減速の少ない運転
　　車間距離が短いとムダな加速や減速の機会が多くなり、市

街地では２％程度、郊外では６％程度も燃費が悪化します。

３．減速時は早めにアクセルを離そう
　　前を走る車が減速したら、早めにアクセルから足を離しま

しょう。エンジンブレーキが作動し、２％程度燃費が改善
します。

４．エアコンの使用は適切に
　　暖房を使用するときはエアコンスイッチ（A/C）をOFFに

しましょう。例えば外気が25℃のとき車内を同じ温度に
設定し、エアコンスイッチをONにしたままだと約12％燃
費が悪化します。

５．ムダなアイドリングはやめよう
　　駐停車の際のアイドリングはやめましょう。10分間のア

イドリング（エアコンOFFの場合）で130cc程度の燃料
を消費します。

６．渋滞を避け、余裕をもって出発しよう
　　事前に道路交通情報などを確認して渋滞を避け、時

間に余裕をもって出かけましょう。たとえば10分
間余計に走行すると約17％燃料消費量が増加しま
す。

７．タイヤの空気圧から始める点検・整備
　　タイヤの空気圧が適正値より不足すると、市街地で

約２％、郊外で４％程度燃費が悪化します。

８．不要な荷物はおろそう
　　車の燃費は荷物の重さに大きく影響されます。必要

のない荷物はこまめに降ろしましょう。

９．走行の妨げとなる駐車はやめよう
　　狭い道路や交差点等、交通の妨げになる場所での駐車

は渋滞をもたらします。迷惑駐車は他の車の燃費を悪
化させるばかりか、交通事故の原因にもなります。

10．自分の燃費を把握しよう
　　 自分の車の日々の燃費を把握すると、エコドライブ    

効果が実感できます。

参考資料：環境省ＨＰ

◆クリスマスにちなんだもの作りの
　ワークショップを開催します。
　最終日の20日（日）には、おもちゃの「かえっこバザール」
を行います。不用になったおもちゃ（１人10点まで）を持って
ご参加ください。

考えよう！未来のために、いま私たちにできること‼

いい

ｅ
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『エコフェスタ2015』に遊びにきてね！
遊んで、学んで、エコに強くなろう

　晩秋から冬に収穫されるれんこんは粘りが強く、甘みも増します。
　栄養的にはビタミンＣが非常に多く、しかもデンプンを多く含む
ため、加熱してもかなりのビタミンＣが残るのが特徴です。また、れ
んこん特有の粘り成分ムチンは胃腸の粘膜を保護し、胃潰瘍や胃炎
を予防する働きがあり、滋養強壮にも効果的です。
　れんこんは表面にキズがなく、ふっくらとして太めのものを選ぶ
のがコツ。持ったときずっしりと重みがあるものが、水分をしっかり
と保っていておいしいです。

の野菜をまるごと食べよう!

　西区生活環境課主催の地域環境サポーター養成講座の
修了生で構成される「環境たくみの会」には現在、8グ
ループが所属し、それぞれ積極的な環境啓発活動を行っ
ています。
　今回は、家庭から出る生ごみを使った堆肥作りでごみ
減量を訴え続けている「ふくおか環境倶楽部」の藤田喜
世美会長にお話を伺いました。

Ｑ．発足のきっかけを教えてください。
Ａ．  講座で学んだこと、気づいたことを地域に広めよう

と、2006年の春に発足しました。現在、メンバー
は10人。“Think Globally，Act Locally”という環境
標語を「地球規模で考え、地域（身近な毎日の生活
の中）で行動しよう」と訳し、活動理念としています。

Ｑ．いろいろな環境活動がある中、生ごみ堆肥作りに
　　こだわっているのはどうしてですか？
Ａ．環境活動の最大の目的は“地球を守ること”、つまり

地球温暖化対策の一番大きな課題である二酸化炭素
の排出量を減らすことです。そのためには燃料や電
力消費を抑えなくてはなりません。そこで毎日の生
活の中で私たちができること、それがごみ減量なの
です。燃えるごみの中でも生ごみは水分が多いので、
燃やすのに多くの燃料を必要とします。福岡市の燃えるごみのうち、生ごみの占める割合は約30％。
だから毎日家庭から出る生ごみを減らすことで、ごみ処理にかかる燃料を大幅に減らすことができ、さ
らにごみ処理費用の軽減にも役立つというわけです。

　　活動を始めてから9年間に372回の「生ごみ堆肥作り」講座を開き、約1万人の方々に参加していた
だきました。

Ｑ．活動の中心である生ごみ堆肥作り“ふくよかコンポスト”について教えてください。
Ａ．ふくよかコンポストとは福岡市環境局が製造している「ふくよかチップ」を基材（微生物の棲家）と

したシステムのことです。ふくよかチップとは街路樹や公園樹木などの剪定枝を砕いてチップ化して
発酵させたもの。生ごみ堆肥作りというと、「面倒、臭い、虫がわく」といった悪いイメージを持っ
て敬遠される方もおられますが、通気性のよいふくよかチップを使うこと、いくつかの注意点を守っ
ていただくことで、どなたでも簡単に手軽にできるようになりました。生ごみ堆肥作りについては、
この10年でその方法が随分改良されています。一人でも多くの人が生ごみを燃えるごみとせず、堆
肥として生まれ変わらせ、花や野菜を育てて楽しんでくれたらうれしいですね。講座による普及活動
をより確実なものにするために、毎週土曜日には西部3Ｒステーションで無料の相談会を、また地域
では不定期で「たのしい花づくり」「健康野菜づくり」などの園芸講座も行っています。

Ｑ．今後の目標を教えてください。
Ａ．環境問題というと、自分一人の力ではどうにもならないという人がいますが、一人ひとり自分のでき

ることをすればいいのです。“青いきれいな地球”を未来に残すために、今後もひたすらごみ減量を
訴えつづけていきたいと思います。

※主な受賞経歴
　2008年9月　『第2回福岡市環境行動賞　優秀賞』受賞
　2013年6月　『福岡県循環型社会形成推進功労者知事表彰（団体賞）』受賞

“青い地球”を未来へ残すため、
　　生ごみ堆肥づくりでごみ減量 ふくおか環境倶楽部

生ごみ堆肥相談会

第 2回福岡市環境行動賞　優秀賞を受賞

３Ｒステーションでの定例会

かえっこバザール

ワークショップ
（不用なものを使ってもの作り）

11月23日（祝・月）10:00～15:00　会場：福岡市西部３Ｒステーション11月23日（祝・月）10:00～15:00　会場：福岡市西部３Ｒステーション

材　料

作り方

２人分の味噌汁、れんこん100g程度。

れんこんが少し余った時にぴったりの簡単レシピです。

ベスタの楽エコ料理塾より

旬旬

れんこん汁

れんこん

part.3

普段通りに作った２人前の味噌汁の仕上げに、100g程度のれん
こんをすりおろして加えるだけ。トロリとした和風ポタージュの
ようになります。
相性の良い味噌汁の具はえのき、なめこ、しめじなどのきのこ類。
れんこんは皮をむいたほうが舌触りよく仕上がります。

　福岡市西部3Rステーションでは、今年も「環境たくみの会」との協働イベント『エコフェスタ
2015』を開催します。子どもから大人まで楽しめるメニューが盛りだくさん。秋の１日、たくさん
の人とものにふれあいながら、エコについて考えてみませんか？ 

○紙すき紙を使って匂い袋を作ろう
○不用な物を利用した小物作り
○新聞紙でエコバッグ作り
○マイバッグを作ろう
○ダンボールの空気砲で的当て
○自然の素材を利用してもの作り
　etc.

○フラダンスショー
　かわいいちびっこダンサーの髪飾りにも注目！不用になった衣類
の布を利用して作りました。
○リフォーム服ファッションショー
　着なくなった着物や洋服をリメイク！リフォーム教室や講師養成
講座受講生のみなさんが自分でリフォームした服を着て登場します。

○環境ボランティア団体手作りのおいしい
  フードコーナー
○ふくよかチップ育ちの野菜販売

○いらなくなったおもちゃ
を持参してかえるポイン
トを集めよう！

　欲しいおもちゃと交換で
きます。

※持参できるおもちゃは一
人10個まで（ビデオ、壊
れたおもちゃは不可）

ワークショップワークショップ

フラダンスショー・リフォーム服
ファッションショー
フラダンスショー・リフォーム服
ファッションショー

かえっこバザールかえっこバザール

フードコーナー＆野菜販売フードコーナー＆野菜販売

○リユースを体験しよう

フリーマーケットフリーマーケット

ワークショップや
かえっこバザールに
参加しよう！

ワークショップや
かえっこバザールに
参加しよう！

フリーパス
キャップゲット
フリーパス
キャップゲット

環境クイズに
チャレンジ
環境クイズに
チャレンジまずは環境クイズ

にチャレ

ンジして、フリーパ
スキャッ

プをゲット！ワーク
ショップ

やかえっこバザー
ルに参加

しよう！

まずは環境クイズ
にチャレ

ンジして、フリーパ
スキャッ

プをゲット！ワーク
ショップ

やかえっこバザー
ルに参加

しよう！
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Ｑ．いろいろな環境活動がある中、生ごみ堆肥作りに
　　こだわっているのはどうしてですか？
Ａ．環境活動の最大の目的は“地球を守ること”、つまり

地球温暖化対策の一番大きな課題である二酸化炭素
の排出量を減らすことです。そのためには燃料や電
力消費を抑えなくてはなりません。そこで毎日の生
活の中で私たちができること、それがごみ減量なの
です。燃えるごみの中でも生ごみは水分が多いので、
燃やすのに多くの燃料を必要とします。福岡市の燃えるごみのうち、生ごみの占める割合は約30％。
だから毎日家庭から出る生ごみを減らすことで、ごみ処理にかかる燃料を大幅に減らすことができ、さ
らにごみ処理費用の軽減にも役立つというわけです。

　　活動を始めてから9年間に372回の「生ごみ堆肥作り」講座を開き、約1万人の方々に参加していた
だきました。

Ｑ．活動の中心である生ごみ堆肥作り“ふくよかコンポスト”について教えてください。
Ａ．ふくよかコンポストとは福岡市環境局が製造している「ふくよかチップ」を基材（微生物の棲家）と

したシステムのことです。ふくよかチップとは街路樹や公園樹木などの剪定枝を砕いてチップ化して
発酵させたもの。生ごみ堆肥作りというと、「面倒、臭い、虫がわく」といった悪いイメージを持っ
て敬遠される方もおられますが、通気性のよいふくよかチップを使うこと、いくつかの注意点を守っ
ていただくことで、どなたでも簡単に手軽にできるようになりました。生ごみ堆肥作りについては、
この10年でその方法が随分改良されています。一人でも多くの人が生ごみを燃えるごみとせず、堆
肥として生まれ変わらせ、花や野菜を育てて楽しんでくれたらうれしいですね。講座による普及活動
をより確実なものにするために、毎週土曜日には西部3Ｒステーションで無料の相談会を、また地域
では不定期で「たのしい花づくり」「健康野菜づくり」などの園芸講座も行っています。

Ｑ．今後の目標を教えてください。
Ａ．環境問題というと、自分一人の力ではどうにもならないという人がいますが、一人ひとり自分のでき

ることをすればいいのです。“青いきれいな地球”を未来に残すために、今後もひたすらごみ減量を
訴えつづけていきたいと思います。

※主な受賞経歴
　2008年9月　『第2回福岡市環境行動賞　優秀賞』受賞
　2013年6月　『福岡県循環型社会形成推進功労者知事表彰（団体賞）』受賞

“青い地球”を未来へ残すため、
　　生ごみ堆肥づくりでごみ減量 ふくおか環境倶楽部

生ごみ堆肥相談会

第 2回福岡市環境行動賞　優秀賞を受賞

３Ｒステーションでの定例会

かえっこバザール

ワークショップ
（不用なものを使ってもの作り）

11月23日（祝・月）10:00～15:00　会場：福岡市西部３Ｒステーション11月23日（祝・月）10:00～15:00　会場：福岡市西部３Ｒステーション

材　料

作り方

２人分の味噌汁、れんこん100g程度。

れんこんが少し余った時にぴったりの簡単レシピです。

ベスタの楽エコ料理塾より

旬旬

れんこん汁

れんこん

part.3

普段通りに作った２人前の味噌汁の仕上げに、100g程度のれん
こんをすりおろして加えるだけ。トロリとした和風ポタージュの
ようになります。
相性の良い味噌汁の具はえのき、なめこ、しめじなどのきのこ類。
れんこんは皮をむいたほうが舌触りよく仕上がります。

　福岡市西部3Rステーションでは、今年も「環境たくみの会」との協働イベント『エコフェスタ
2015』を開催します。子どもから大人まで楽しめるメニューが盛りだくさん。秋の１日、たくさん
の人とものにふれあいながら、エコについて考えてみませんか？ 

○紙すき紙を使って匂い袋を作ろう
○不用な物を利用した小物作り
○新聞紙でエコバッグ作り
○マイバッグを作ろう
○ダンボールの空気砲で的当て
○自然の素材を利用してもの作り
　etc.

○フラダンスショー
　かわいいちびっこダンサーの髪飾りにも注目！不用になった衣類
の布を利用して作りました。
○リフォーム服ファッションショー
　着なくなった着物や洋服をリメイク！リフォーム教室や講師養成
講座受講生のみなさんが自分でリフォームした服を着て登場します。

○環境ボランティア団体手作りのおいしい
  フードコーナー
○ふくよかチップ育ちの野菜販売

○いらなくなったおもちゃ
を持参してかえるポイン
トを集めよう！

　欲しいおもちゃと交換で
きます。

※持参できるおもちゃは一
人10個まで（ビデオ、壊
れたおもちゃは不可）

ワークショップワークショップ

フラダンスショー・リフォーム服
ファッションショー
フラダンスショー・リフォーム服
ファッションショー

かえっこバザールかえっこバザール

フードコーナー＆野菜販売フードコーナー＆野菜販売

○リユースを体験しよう

フリーマーケットフリーマーケット

ワークショップや
かえっこバザールに
参加しよう！

ワークショップや
かえっこバザールに
参加しよう！

フリーパス
キャップゲット
フリーパス
キャップゲット

環境クイズに
チャレンジ
環境クイズに
チャレンジまずは環境クイズ

にチャレ

ンジして、フリーパ
スキャッ

プをゲット！ワーク
ショップ

やかえっこバザー
ルに参加

しよう！

まずは環境クイズ
にチャレ

ンジして、フリーパ
スキャッ

プをゲット！ワーク
ショップ

やかえっこバザー
ルに参加

しよう！
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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、各種講座や体験コーナー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？ 2015.11

Vol.116

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。

学習
体験
学習
体験

情報
発信
情報
発信

活動
支援
活動
支援３R３R

エコドライブ１０のすすめエコドライブ１０のすすめ

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又は西部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、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、お申込みください。【体験コーナーの申込方法】

 随時  10:30～15:00
のうち、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
  随時  10:30～15:00
のうち、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

  随時  10:30～15:00
のうち、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

  随時  10:30～15:00
のうち、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

  随時  10:30～15:00
のうち、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27年12月４日（金）、12月11日（金）、
　　　12月18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11月25日(水)必着
持ってくるもの／女性用羽織１
枚（ほどかず、そのまま）、糸切り
はさみ又はリッパー、羽織と同
色の手縫い糸、しつけ糸（白）、
裁縫道具一式、筆記道具。

•女性用羽織で衿付
  ロングベスト作り【全3回】

日時／平成27年12月３日（木）、10日（木）、
　　　17日（木）、24（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／ 11月25日（水）必着
持ってくるもの／ズボン１本

（あればウール地、そのままで
OK）、裏布50㎝×100㎝位×
１枚、アップリケ用端布（30㎝
×30㎝位）5～6枚、裁縫道具
一式、型紙用紙。

•冬ズボンでパッチワークの
 バッグ作り【全4回】日時／平成27年12月１日（火）

　　　13:00～16:00
場所／研修室　定員／15名（抽選）
参加費／ 300円
応募締切／11月24日（火）必着　　　　
持ってくるもの／なし

•干支の置物作り

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

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27年12月5日（土）、6日（日）、12日（土）
　　　　13日（日）、19日（土）、20日（日）
　　　　各日10：00～14：00
場　所／西部3Ｒステーション　
参加費／無料

クリスマスエコもの作りと
かえっこバザールのご案内

トイレットペーパーの芯で
クラフト工作
 随時  10:30～15:00
のうち、30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

 随時  10:30～15:00
のうち、30分程度

【定員】６名/日（先着順）
【申込】前日まで

自然の素材を使ったダンボールの額飾り
野あそびＨＵＴ　生田哲朗氏講座「森の美術館」より
自然の素材を使ったダンボールの額飾り
野あそびＨＵＴ　生田哲朗氏講座「森の美術館」より

行楽の秋。紅葉も見ごろを迎え、山や高原へのドライブが楽しみな季節ですね。
11月は警察庁・経済産業省・国土交通省・環境省で構成される『エコドライ

ブ普及連絡会』が定める「エコドライブ推進月間」です。毎日の運転でも交通ルー
ルやマナーをきちんと守り、地球と財布にやさしい運転を心がけましょう。

１．ふんわりアクセル　　スタート
　　目安は最初の５秒間で時速20キロに達するくらいの加速

です。日々の運転でこの発進を心がけるだけで約10％燃
費が改善します。

２．車間距離にゆとりを持って、加速・減速の少ない運転
　　車間距離が短いとムダな加速や減速の機会が多くなり、市

街地では２％程度、郊外では６％程度も燃費が悪化します。

３．減速時は早めにアクセルを離そう
　　前を走る車が減速したら、早めにアクセルから足を離しま

しょう。エンジンブレーキが作動し、２％程度燃費が改善
します。

４．エアコンの使用は適切に
　　暖房を使用するときはエアコンスイッチ（A/C）をOFFに

しましょう。例えば外気が25℃のとき車内を同じ温度に
設定し、エアコンスイッチをONにしたままだと約12％燃
費が悪化します。

５．ムダなアイドリングはやめよう
　　駐停車の際のアイドリングはやめましょう。10分間のア

イドリング（エアコンOFFの場合）で130cc程度の燃料
を消費します。

６．渋滞を避け、余裕をもって出発しよう
　　事前に道路交通情報などを確認して渋滞を避け、時

間に余裕をもって出かけましょう。たとえば10分
間余計に走行すると約17％燃料消費量が増加しま
す。

７．タイヤの空気圧から始める点検・整備
　　タイヤの空気圧が適正値より不足すると、市街地で

約２％、郊外で４％程度燃費が悪化します。

８．不要な荷物はおろそう
　　車の燃費は荷物の重さに大きく影響されます。必要

のない荷物はこまめに降ろしましょう。

９．走行の妨げとなる駐車はやめよう
　　狭い道路や交差点等、交通の妨げになる場所での駐車

は渋滞をもたらします。迷惑駐車は他の車の燃費を悪
化させるばかりか、交通事故の原因にもなります。

10．自分の燃費を把握しよう
　　 自分の車の日々の燃費を把握すると、エコドライブ    

効果が実感できます。

参考資料：環境省ＨＰ

◆クリスマスにちなんだもの作りの
　ワークショップを開催します。
　最終日の20日（日）には、おもちゃの「かえっこバザール」
を行います。不用になったおもちゃ（１人10点まで）を持って
ご参加ください。

考えよう！未来のために、いま私たちにできること‼

いい

ｅ


