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西部3Rステーションの満開の桜
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※フェアトレード：公正貿易。途上国の生産者に公正な賃金や労働条件を保証した価格で商品を購入することで、途上国の自立や環境保全を支援する国際協力の新しい形態。

　エシカル（Ethical）という言葉を知っていますか？
エシカルとは英語で、「倫理的な」「道徳的な」という意味の形容詞。一般的に「人や社会、環境や地球にやさし
く配慮した考え方や行動」を指すことばです。
　エシカルという言葉が最初に使われたのは、ブレア労働党政権下のイギリスと言われています。アフリカ
の飢餓問題に対する『エシカル政策』と呼ばれるもので、これにいち早く反応したのがファッション業界。
効率だけを追求して作られた大量生産の商品に走らず、フェアトレード※やオーガニック、伝統的な手工芸や
リサイクルなど、ものづくりの原点に立って商品化されたものを『エシカルファッション』といい、それらを
買う行動は『エシカル消費』と呼ばれています。
　つまり、エシカル消費とは「人と社会、地球環境のことを考慮して作られたものを買う、または消費する」と
いうことです。
　私たちは毎日さまざまなものを消費しながら生きています。日々の暮らしの中で着るものや食べるもの、
使っているものは、世界のどこかで知らない誰かが作ってくれたものです。でも、そのことを考えながら
買ったり、使ったりすることはほとんどありません。
　例えば、手ごろな価格で買える１枚のＴシャツ。そのルーツをたどっていくと、遠い国の綿花畑で農薬の
害に苦しみながら、生活のために働いている人たちがいます。その中には幼い子どもたちも含まれているの
です。一般的な綿花の生産には大量の農薬が使われており、その量は世界の全農作物に使用される農薬の約
25％にも及び、この農薬による健康被害で毎年約2万人が命を落としていると言われています（WHO：世界
保健機関）。

　今、世界的な課題とされている貧困問題や人権問題、環境破壊は私たち先進国が大量
生産、大量消費を繰り返してきたことによるものです。しかしこれは決して社会や企
業だけの問題ではありません。商品を買う私たち消費者にも責任があるのです。
　物を買うとき、その原材料がどのように作られているのかを考えてみましょう。
目の前にあるものを通して、目に見えない作り手のことを思いやる心を持ちましょう。
一人一人の配慮ある行動が環境を守り、世界を変えられる力を持っていることを皆さ
んもぜひ知ってほしいと思います。
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　前ページでもご紹介した「エシカル」ですが、まだ多くの人にとってあ
まり耳慣れない言葉です。エシカルとは「自分にとっていいこと」と「世界
にとっていいこと」をつなげていくための行動。タイトル通り、「エシカ
ルって何だろう？」「どうやってエシカルを生活の中に取り入れたらいい
んだろう？」という方のために、一般社団法人エシカル協会代表理事の著
者が、やさしい文章と具体的な事例でわかりやすく説明しています。
日々の暮らしの中で、すぐに実践できそうな工夫もいっぱいです。

「はじめてのエシカル」 末吉里花 　著

　どこの家庭にもある “眠ったまま”の食器類。贈答品などでもらったものの、使わずに押
入れにしまい込んだままだったり、あまり出番がなく、食器棚の奥に追いやられてしまった
ものなど･･･。
　そんな不用な陶磁器をご提供いただき、必要な方に持ち帰ってもらおうというのが、西部
３Ｒステーションでこの春から開催される新イベント「リユース陶器市」です。
リユース（Ｒeuse）とは、ごみ減量のキーワード『３Ｒ』のひとつで、「繰り返し使いましょう」
という意味。日本ならではの“もったいない精神”から生まれた、環境にやさしいイベント
です。
　持ち込み・持ち帰りとも無料。申込みも不要です。みなさんもぜひ、家庭で使われていな
い食器類を持って、掘出し物をさがしにきませんか。

貸出図書
コーナーより

もったいない！ 
お宅で眠っているその陶磁器、リユースしましょう！

※写真はイメージです

この春注目！西部３Ｒステーションの新イベント！

・持ち込めるもの…洗浄済みの陶磁器（食器等）で、破損がなく、  
　　　　　　　　　そのまま使用できるものに限ります。
・持ち込めないもの…鍋類、ガラス・木・プラスチック製品。
・対象者…市内在住、または市内に通勤・通学する方（販売業者は除く）。

持ち込み
（無料）

・対象者…どなたでも持ち帰りできます。
※持ち帰りには必ずエコバッグをご持参ください。

持ち帰り
（無料）

■場所／福岡市西部３Ｒステーション１Ｆ玄関前
■日時／平成２９年４月２３日（日）１０：３０～１５：００（持ち込みは１４：００まで）

今月のおすすめ図書

4月23日（日）

開催！



　この活動は平成 17 年度から始めたのですが、きっかけは校区の行事のあとに残ったたくさんの
ごみ。実行委員で持ち帰るには限界があり、悩みのタネとなっていました。そこで、当時のごみ減
量リサイクル推進会議が中心となって、イベント会場でのごみ箱の設置を取りやめ『ごみは各自で
持ち帰りましょう』というキャンペーンを実
施したところ、それまで大きなごみ袋で 30～
40 個出ていたごみが、1～ 2 袋にまで激減し
たのです。以来、若久校区の運動会やお祭り、
小学校のバザー会場で継続して行っています。
会場のあちこちにごみ持ち帰りや３Ｒのパネ
ルを設置し、ＰＲを続けたことで校区全体への
意識づけにつながったと思います。

A．
Ｑ．まずはごみ持ち帰りキャンペーンについてお聞かせください。

　今年で 7 年目を迎えます。ゴーヤ等の苗を配り、出来上がった緑のカーテンを写真に撮って応募
していただくもので、毎年、入選した方の作品を集めたパネルを作り、校区のイベント等で展示し
ています。同じく 6 年前から年 1 回『エコロジーニュース』を発行して、校区の全世帯に配布して
います。できるだけ多くの人に活動を知っていただくことで、皆さんが環境について考えるきっか
けづくりができればいいなと思っています。

A．
Ｑ．緑のカーテンコンテストも毎年実施されているそうですね。

　今年 2月には西区の環境ボランティア団体に講師を依頼して、“時短、
簡単、使い切り” をテーマにした「エコクッキング教室」を行いました。
調理を通して環境について考えてもらおうという取り組みで、今後も
定例化したいと考えています。また、公民館で行われる健康フェアなど、
人が集まる場所でエコロジークイズを実施し、参加者への啓蒙活動を
行っています。

A．
Ｑ．そのほかにはどのような活動をされていますか。

　環境活動と言われても、どこか漠然としていて、何をすればいいのかわからないという人がほと
んどです。そんな人たちに関心を持ってもらうためにも、幅広い世代の興味を引くようなワーク
ショップや講演会などの交流イベントを企画したいですね。そして、そこに参加した人たちの中か
ら環境問題に関わるグループが生まれ、活動の輪が地域全体に広がっていくことが、これからの大
きな目標です。

A．
Ｑ．今後、新たにチャレンジしてみたいことはありますか。

若久校区“ごみ持ち帰りキャンペーン”の仕掛け人
若久校区環境活動推進会議

　地域のイベントや祭りのあと、会場に残される大量のごみ。
そんなごみを何とかして減らしたいという思いから始まった
のが、南区若久校区の “ごみ持ち帰りキャンペーン” です。
仕掛け人は『若久校区環境活動推進会議』の皆さん。この活
動をきっかけに、いまでは校区内の 17町内会が切磋琢磨して、
資源ごみの回収量の底上げを図るなど、地域全体でごみ減量
に取り組んでいます。今回は吉野利秀会長はじめ、役員の中
島さん、鈴木さん、戸部田さんにお話を伺いました。

昨年の緑のカーテンコンテストのパネルといっしょに（右から書記の鈴木さん、吉野会長、中島副会長）▲

若久まつりから始まった「ごみ持ち帰りキャンペーン」

　今年 2月には西区の環境ボランティア団体に講師を依頼して、“時短、
簡単、使い切り” をテーマにした「エコクッキング教室」を行いました。
調理を通して環境について考えてもらおうという取り組みで、今後も
定例化したいと考えています。また、公民館で行われる健康フェアなど、
人が集まる場所でエコロジークイズを実施し、参加者への啓蒙活動を

調理を通して環境を考える
エコクッキング教室

  



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
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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

つまみ細工の花飾り

　　　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

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。

廃材で作る
動物スタンプセット

【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 　　　10:30～15:00
所要時間30分程度

トイレットペーパーの芯で
ふわふわウサギ

【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。

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

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

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

5 月の「３Ｒ実践講座」 期間限定！無料体験講座
初心者向け  後ろスリットのスタンドカラーロングベスト【全３回】

4・5 月のイベント
リユース陶器市
日時／平成２９年４月２３日（日）
　　　１０：３０～１５：００（持ち込みは１４：００まで）
場所／1階玄関前
◎持ち込み（無料）
　持ち込みできるもの／洗浄済みの陶磁器（食器等）で、破損
　　　　　　　　　　　がなくそのまま使用できるもの。
　持ち込みできないもの／鍋類、ガラス・木・プラスチック製品
　対象者／市内在住、または市内に通勤・通学する２０歳以上の方（販売業者でない方）
◎持ち帰り（無料）
　どなたでも持ち帰りできます。エコバッグをご持参ください。

祝日フリーマーケットの出店
日時／平成２９年５月５日（祝・金）１０：００～１４：００
場所／福岡市西部３Ｒステーション１階ピロティ
区画／１６区画（抽選）※少雨決行
応募資格／市内在住、または市内に通勤・通学する２０歳以上の方
　　　　　（販売業者でない方）
締切／平成２９年４月２２日（土）必着

体 験 コ ー ナ ー ! すべて無料です！！

★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。

NEW NEW

のこり芯でペン立て
日時／平成２９年３月１８日（土）～５月７日（日）　　　
　　　までの期間限定
　　　毎日１０：３０～１５：００
　　　（所要時間３０分程度）
場所／啓発コーナー
参加費／無料

【お申込み方法】随時受付。電話、FAX、または2階
受付で直接お申込み下さい。

【応募方法】往復はがき、または FAXで
「５月祝日のフリーマーケット希望」と
ご記入のうえ、住所、氏名、年齢、電話
番号を明記し、ご応募ください。

【応募方法】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。

持ってくるもの／着物１枚（ほどいて洗っ
てアイロンをかけたもの）、または９０
cm幅×２００cmの生地。布用接着芯（不
織布でない薄手のもの）９０cm幅×２０
cm、布用・紙用はさみ、型紙用紙、裁縫
道具一式、定規、メジャー、筆記用具。

日時／平成２９年５月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／４月２８日（金）必着

昨年の様子

※参加申込みは不要


