
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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４つめのＲって？ Repair（リペア）を理解しよう!

めざせ！循環型社会 めざせ！循環型社会 

資源を有効に活用し、循環型社会を実現する為の優先順位として、リデュース、リユース、リサ
イクルの順に掲げられ、それらを３Ｒ※と称しているのは、みなさんご存知であると思います。で
は、その３Ｒの次の４つめのＲとして最近注目されているのが「Repair（リペア）:修理して使う」
という言葉です。壊れたからといってすぐに廃棄してしまうのではなく、修理をして繰り返し使
うということもごみの発生抑制に繋がります。
修理する場合は、その品物によって修理方法や費用が様々です。電化製品や時計などは購入し
た店舗で修理を行っている場合もあり、衣類などは補正専門店があります。しかし、現在では修理
に出すよりも新たに購入した方が、手間がかからない上に安価であるというケースが見られ、ま
た使い切りの商品なども多い中、「壊れてしまったら修理をする」という意識があまり身近に感じ
られなくなってきているように思えます。
しかし、昔の日本は物を大切にする意識が高く、修理をして繰り返し使うという習慣が自然と
身についていたようです。循環型社会を目指していく為には、このように修理をして繰り返し使
うということを再び見直していく必要があります。
みなさんが今処分しようとしているもので、修理をすれば再び使えるものがあるかもしれませ
ん。今一度見直してみましょう。また、新しく物を買う時は、長く使えるものを選び、大切に使うこ
とを心がけましょう。 （参考文献「３Ｒ検定公式テキスト」）

※３Ｒとは、リデュース（Reduce:ごみの発生抑制）リユース（Reuse:再使用）リサイクル
（Recycle：ごみの再資源化）の頭文字を取ったもので、循環型社会を実現する為の、最も
重要なキーワードとなります。

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？
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西部３Ｒステーションでは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

●西部環境サポーター
　倶楽部主催

●循環生活研究所主催

紙すきはがき作り

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

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

• 定期開催中 ! •
親子で古布ペアぞうり作り
日時／７月２７日（火）　１３：００～１６：００
場所／２階研修室
定員／１５組程度（抽選）
参加費／１００円
応募締切／７月１７日（土）必着
持ってくるもの／親子それぞれ幅７cmに裂いて
　　　　　　　　包帯状に巻いた布３０m以上

親子３Ｒ教室

体験コーナー 生ごみ堆肥相談会

ダンボールコンポスト講習会

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、
〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043-2 ・
Fax 092-882-4580 までご応募ください。

応募方法

夏着物や浴衣でアロハシャツ＆
　　　　　　　　　サンバイザー作り
日時／８月１０・１７・２４・３１日（全て火曜）
　　　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／７月３１日（土）必着
持ってくるもの／夏着物か浴衣・
　　　　　　　　裁縫道具一式・
　　　　　　　　型紙用の紙

３Ｒ物作り教室

ご利用
案内

ご利用
案内

Vol.52



西部３Ｒステーション 住所：〒819－0162　西区今宿青木1043－2
TEL：882－3190　FAX：882－4580

お申し込み・
問い合わせ
お申し込み・
問い合わせ

地球のためにできることから始めましょう！イベント情報イベント情報

西部地域交流センター
さいとぴあ
オープニングイベント

親子で体験！
緑のリサイクル

日時／平成２２年７月１９日（祝）
　　　１０：００～１６：００
場所／西部地域交流センター（さいとぴあ）
　　　（西区女原）

日時／平成２２年７月２４日（土）
　　　１０：００～１３：００
場所／緑のリサイクルセンター
（東区蒲田５丁目　クリーンパーク東部内）
※現地集合・現地解散

ＪＲ筑肥線「九大学研都市駅」より徒歩１分

 昭和バス「九大学研都市駅バス停」より徒歩２分

フリーマーケット

ドリームギャラリー（リユース品抽選提供）

販売時間／１０：３０～１４:３０　区画数／２４区画
★フリーマーケット出店者募集
【対象】福岡市内在住の20歳以上の方で販売を生業と
していない方　【応募締切】７月１０日（土）必着
【募集区画数】２４区画　　【出店料】無料　
出店ご希望の方は往復はがきの往信に「フリーマーケッ
ト出店希望」と書き、①住所②氏名③年齢④電話番号を
明記の上、西部３Ｒステーションまでお申し込みくだ
さい。
なお、お一人様１通の応募でお願い致します。

かえっこバザール

★応募方法

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！
開催時間／１０：３０～１４:３０　　参加費／無料
注意事項／①壊れたおもちゃは持ってこないでね
　　　　　②カード類は一つにまとめてね
　　　　　③ポイントになるおもちゃは10個までです

　夏休みの思い出に、親子でリサイクルについて楽
しみながら学びましょう！
　日頃みなさんの家庭や街路樹から出る剪定枝や木
のリサイクルはどのようになっているのでしょう
か？普段何気なく見掛ける剪定枝の行方をみんなで
探検しませんか？
　剪定枝のリサイクル見学や自然環境の勉強とあわ
せて、木の枝やペットボトルを使った工作教室もあ
ります。
【対象】福岡市内の小学校に通う親子
【持ってくる物】飲み物・筆記用具
【定員】親子１０組２０名程度　　【参加費】無料　
【応募締切】７月１５日（木）必着

ご参加をご希望の方はハガキ又はＦＡＸに「緑のリ
サイクル参加希望」と書き、①参加者全員の氏名②住
所③年齢と学年④電話番号を明記の上、西部３Ｒス
テーションまでお申し込みください。
※応募多数の場合は抽選となります。

まだまだ使えるリユース家具等を、抽選のうえ無料で
提供します。
申込受付／１０：３０～１４：３０
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東部工場

●トリアス久山先日、びん・ペットボトルの選別処理施設へ見学に行きました。資源ごみとして出されたペットボト

ルやびんがどのような過程を踏んでリユース・リサイクルされているのかを実際に目で見て理解するこ

とができました。また、ごみ減量の為に懸命に取り組んでいる事業者の現状を把握することができました。

しかし、回収の現状として、ペットボトルにおいては市場に出回る数は年々増加しているものの、

使用後に資源ごみとしてリサイクル工場に持ち込まれる量は数年前からほぼ変化がないということだ

そうです。また、３Rを推進しているにも関わらずペットボトルが燃えるごみとして、びんが燃えな

いごみとして廃棄されていることも多いそうです。

循環型社会を実現していくためには市民のみなさん一人ひとりが正しい分別処分を心がけ、実行し

ていくことが重要となってきます。また、割れたびんや汚れたペットボトルなどはリサイクルするこ

とができませんので、割れたびんは混同せず、ペットボトルは中をきれいに洗って正しく分別するこ

とを心がけましょう。

教えて!

回収された資源ごみはどこへいくの??

圧縮されたペットボトルを梱包
し積み上げています。その後隣
接する再生処理施設へ運ばれ細
かく砕かれ、フレーク状にし、
保管されます。その後製品化工
場へ運ばれます。

回収されたものは、重なる工
程を経てびん、ペットボトル
に分別されます。その工程の
一つに手選別で分ける手順も
あります。

色ごとに分ける際、カ
メラを利用して機械で
選別しています！

再び資源となり、衣類やペンなど、新
たな製品として生まれ変わります。

再び資源となり、びんを再生
したりアスファルトに埋め込
まれたりします。

選別されたびんはさらに茶色・
透明・その他のびんに選別さ
れ、集められます。（写真は茶
色のびんの集積場）

ペットボトルの
圧縮梱包・保管

びんの色分・保管

再資源化
再資源化

vol.1私私たちたちのの資源資源ごみごみ私私たちたちのの資源資源ごみごみ
株式会社　環境開発　リサイクルプラント
（空きびん・ペットボトルの収集及び加工過程見学）

びんとペットボトルの選別

パッカー車で運ばれてきたもの
が分別機に入れられ、収納袋を
破袋し、内容物を取り出します。

PETフレーク

（びん・ペットボトル）資源ごみ

重さの違いによる選別・材質
による選別など数種類の分別
機にかけられて、びんとペッ
トボトルが分別されます。

JR九大学研
都市駅

ショッピングセンター
福岡大学グラウンド

西部地域交流センター さいとぴあ

公共の交通機関でのご来場にご協力ください

資源ごみの受入・保管

BEER
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