
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。

http://www.fukuoka-seibuplaza.com http://www.at-ml.jp/?in=55086
西部・ミニ３Ｒステーションのイベント情報やウェブサイト限定の家具抽選
会や不用品の交換など、くらしに役立つごみ減量・３Ｒ情報が満載です！
（一部ユーザー登録が必要なものもあります）

会員登録を済ませたメール会員の方へ西部・ミニ３Ｒステーションのおススメ
ニュースや最新情報を携帯電話のEメールで、お知らせします。

ウェブサイトウェブサイト モバイルサイトモバイルサイト

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）
TEL： 092-882-3190　FAX：092-882-4580
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検索福岡市西部3Rステーション ＱＲコードで簡単アクセス！
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西部３Ｒステーション  講座・イベント情報

西部３Ｒステーション西部３Ｒステーション ミニ３Ｒステーションミニ３Ｒステーション

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：福岡市博多区三筑2－9
TEL：092-585-0598　FAX：092-585-5435

●西鉄バス「三陽高校前」
　より徒歩約2分

●西鉄バス「麦野四丁目」
　より徒歩約8分
●西鉄天神大牟田線
　「雑餉隈駅」より徒歩約12分

ミニ3Rステーション

福岡市西部3Rステーション情報誌
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編集・発行　財団法人 ふくおか環境財団
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番の2　TEL：882－3190　FAX：882－4580

福岡市西部３Ｒステーションは、環境学習や環境活動の場、
福岡市のごみ減量や３Ｒに関する情報発信の場として、
“循環のまち・ふくおか”の一翼を担う施設です。
今、地球温暖化やごみ問題など様々な環境問題が起きています。
「環境にやさしい循環型社会」を作るため、
私たち一人ひとりが自分たちの生活の中で、できることから
取り組みを進めていくことが大切です。
みなさんも、自分にできることを見つけてみませんか？

福岡市西部３Ｒステーションは、環境学習や環境活動の場、
福岡市のごみ減量や３Ｒに関する情報発信の場として、
“循環のまち・ふくおか”の一翼を担う施設です。
今、地球温暖化やごみ問題など様々な環境問題が起きています。
「環境にやさしい循環型社会」を作るため、
私たち一人ひとりが自分たちの生活の中で、できることから
取り組みを進めていくことが大切です。
みなさんも、自分にできることを見つけてみませんか？

2010.11月号
西部３Ｒステーションで、体験コーナーや各種講座を開催しております。福岡市内にお住まいの方なら、
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？

日時／毎週日曜日
　　　10：30～ 11：30
場所／２階多目的ホール
参加費／無料
定員／１０名（先着順）
申込方法／電話

廃食油で
ハーブ石けん作り

紙すきしおり作り

日時／毎週水曜日
　　　10：30～ 11：30
場所／１階リサイクル工房
参加費／無料
定員／10名（先着順）
申込方法／電話

• 定期開催中 ! •
手ぶらで体験古布ぞうり作り
日時／１１月１３日（土）
　　　１３：００～１６：００
場所／２階研修室
定員／１５名（抽選）
参加費／３００円
応募締切／１１月４日（木）必着
備考／必ずズボン着用のこと

親子３Ｒ教室

３Ｒ物作り教室

体験コーナー

ハガキかＦＡＸに①希望講座②住所③氏名④年齢
⑤電話番号を明記のうえ、ご応募ください。
〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043-2 ・
Fax 092-882-4580

応募方法

古着物で作務衣作り（全３回）
日時／１１月２８日・１２月５日・１２日（日）
　　　１３：００～１６：００
場所／２階研修室
定員／１５名（抽選）
参加費／１００円
応募締切／１１月１８日（木）必着
持ってくるもの／古着物（ウールの単衣が望ましい）
　　　　　　　　を解いてアイロンをかけたもの
　　　　　　　　・裁縫道具一式・型紙用紙

３Ｒ物作り教室

ご利用
案内

ご利用
案内

Vol.56

西部３Ｒステーションで開催した昨年のエコフェスタの様子

●西部環境サポーター
　倶楽部主催

●循環生活研究所主催

生ごみ堆肥化で困ったこと
がありましたら何でも相談
ください

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！

場所／２階環境学習室
参加費／無料
事前申込／不要

日時／毎週土曜日
　　　13：00～ 16：30

日時／毎月第２金曜日
　　　10：30～ 14：00

●西部環境サポーター
　倶楽部主催

日時／毎月第４土曜日
　　　10：30～ 11：30
場所／２階環境学習室
参加費／500円
（基材・テキスト代込み）
事前申込／不要

生ごみ堆肥相談会

ダンボールコンポスト講習会

地産地消って素晴らしい！
最近テレビなどで、「地産地消を推進しましょう」などと言われていますね。一度は耳にしたこと
があると思います。地産地消とは、「地域生産、地域消費」の略語で、その地域で生産された農林水産
物をその地域で消費することを言います。では、なぜ地産地消がよいとされるのでしょうか？
現在、我が国では食料の多くを輸入に頼っており、地産地消を推進することで輸送にかかる
環境負荷（石油エネルギーなどの燃料の消費等）が軽減でき、同時に輸送にかかる二酸化炭素
の排出量も削減することができます。
また、古くから「身土不二（※）」と言われていたように、自分の育った
気候風土に合った食材が体に合っていると言われています。そのうえ、
その地域で取れた旬のものをその地域で消費することによって、生産者
と消費者の距離を近づけ、消費者は鮮度が高く、栄養価の高い状態のも
のを手にすることができます。さらに、最近では調理した後などに廃棄
物として出された生ごみを堆肥化し、それを使って作物を育てるという
取り組みも行われています。このような一環した取り組みを推進するこ
とができれば、とても素晴らしい地域循環社会の形成に繋がるのではな
いでしょうか。
その地域で取れたものをその地域で消費するという地産地消は地域の活
性化へと繋がるとともに、循環型社会への大切な一歩と言えるでしょう。

 ・輸送にかかる距離が短縮できる為、輸送コストを削減す
ることができる。

 ・地域が活性化される。　・特産物の継承と維持に繋がる。
 ・旬の食材など食文化への理解が深まる。

地産地消（ちさんちしょう）地産地消（ちさんちしょう）

●地産地消のいいところ● まとめ

めざせ！循環型社会めざせ！循環型社会

（※）身土不二：身と土は切り離せない関係で、その土地でできたものが身体に合っているという考え方。
（参考文献　「３R検定公式テキスト」ミネルヴァ書房　「ＥＩＣネット」 http://www.eic.or.jp/　2010年10月1日現在）

エコフェスタ2010で
も、生ごみ堆肥を利用
した菜園でできた野
菜や、ボランティア
団体による手作り
野菜の販売など
を行う予定で
す！皆様のご
来場をお待
ちしており
ます。



ドリームギャラリー（リユース家具の抽選提供）・インターネットドリームギャラリーの申込期間と抽選日を
平成２２年１１月より下記のとおりに変更します

お　知　ら　せ

近頃、様々なイベント会場で、リユース食器を使用するケースが見られるよう

になりました。リユース食器とは、洗浄して繰り返し使う食器を総称して言い、

リデュースやリユースの取り組みとして、最近ではスポーツ観戦や野外コンサー

トなどの様々なイベントや地域のお祭り等に広く利用されています。環境負荷を

抑えたイベントにするためには、まず①リデュース（ごみの発生抑制）、②リユー

ス（再使用）、③リサイクル（再生利用）の優先順位で取り組むことが求められて

います。使い捨て食器をリサイクルするには大量のエネルギーや資源が必要とな

ります。限りある資源を有効に活用するためには、まずごみを出さないことが大

切です。

そこで今回、西部３Ｒステーションで開催する「エコフェスタ2010」ではリデュースやリユース

を推進するため、リユース食器を導入します。使用後の食器は回収・洗浄しますので、お手数ですが、

食器回収ブースにお持ち頂きますよう、ご協力お願いいたします。

『エコフェスタ２０１０』『エコフェスタ２０１０』

入場
無料
入場
無料

平成２２年 時間 １０時～１５時

会場 西部３Ｒステーション

　　 （福岡市西区今宿青木１０４３－２）１１月２３日（祝）

西部３Ｒステーション

ドリームギャラリー
（リユース家具抽選会）

場　所　西部３Ｒステーション２階　リユースゾーン
時　間　１０時から展示開始。随時抽選（くじ引き）
展示数　３０点

まだまだ使える小型のリユース家
具を抽選にて無料で提供します。
抽選はお一人様一回限り。
なくなり次第終了します。
※当日持ち帰りのみとなります

かえっこバザール
場　所　西部３Ｒステーション２階　研修室
時　間　午前の部：10時～ 12時
　　　　午後の部：13時～ 15時

遊ばなくなったおもちゃを持って来て、
ほしいおもちゃと「かえっこ」しよう！
おもちゃがないお友達も体験コーナー
で体験したりお仕事をして、かえるポイ
ントを貯めるとほしいおもちゃをゲッ
トできるよ！参加無料です。

リユース作品展
場　所　西部３Ｒステーション２階　リユースゾーン

アイデアがいっぱい詰
まったリユース作品を展
示します。
今後のリユース・リフォー
ムのアイデアにされては
いかがですか？

３Ｒ物作り体験教室
場　所　西部３Ｒステーション２階　環境学習室
時　間　午前の部：10時～ 12時
　　　　午後の部：13時～ 15時　各先着２０名

「古布でかんたんネック
レス作り」教室と「かんた
んキューブストラップ作
り」教室を開催します。
参加無料です。

フリーマーケット
場　所　ゲートボール場
区画数　２４区画

家庭で眠っていた衣類
や日用雑貨を市民の方
が販売します。
掘り出し物が見つかる
かも？
（雨天中止）

物産展＆フードコーナー
場　所　ゲートボール場

地元でとれた新鮮野
菜の販売や、手作りの
おいしいフードコー
ナーがあります。
売り切れ必至！お早
めに。

絵本カーニバル
場　所　西部３Ｒステーション１階

エコバッグの販売収益金に
よって購入された絵本を自
由に読むことができます。大
人も子どもも大歓迎！
読み聞かせもあります。

環境啓発コーナー
場　所　ゲートボール場

読まなくなった本の物々交
換、ふくよかチップを用いて
の土作りと園芸相談、ハイブ
リッド車の展示など楽しく
気軽に環境を学べるブース
がいっぱい！

読み聞かせの時間
①11:30　②13:30

当日回収します
・使わないタオル
　（新品）
・オススメの本
　（物々交換）

西部３Ｒステーション、ミニ３Rステーションでは、市民の方から引き取った家具を一定期間展示して、
毎月公開抽選を行い、必要とされている方に無料で提供しています。
このたび１１月より、ドリームギャラリー（リユース家具の抽選会）及びインターネットドリームギャ
ラリーの申込期間と抽選日を以下のとおりに変更します。

西部３Ｒステーション
ドリームギャラリー

第３土曜日14:30から

抽選日当日の17:00まで、または翌日10:00から17:00まで
※抽選日の16:30までに電話確認ができなかった場合は無効とさせて

　いただきます

抽選日より２週間以内
※別途配送料が必要となります

※抽選日の17:00までに電話確認ができなかった場合は無効とさせて

　いただきます

来館時に受付にて申込用紙に記入

家具展示開始

申込期間

抽選会

持ち帰り期間

配達期間

申込方法

ミニ３Ｒステーション
ドリームギャラリー

第４土曜日14:30から

インターネット
ドリームギャラリー

第３土曜日14:30から

第４土曜日の17:00まで

抽選日より２週間以内
※別途配送料が必要となります

西部３Ｒステーションホーム
ページユーザー登録後（※）
ホームページにて申込み

第１土曜日 第２土曜日 毎月１日

第１土曜日10:00から
第３土曜日14:00まで

第２土曜日10:00から

第４土曜日14:00まで

毎月１日10:00から
第３土曜日10:00まで

※西部３Ｒステーションホームページユーザー登録は市内に住む２０歳以上の方にご利用いただけます

エコフェスタ２０１０でリユース食器を使用します!エコフェスタ２０１０でリユース食器を使用します!

リユース食器ってなに！？
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