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　毎年4月15日から5月14日までの1カ月は「みどりの月間」。身近な緑にふれ、その恵みに感謝し、森林や緑
化への関心と理解を高めるための月間です。
　1990年から2020年までの30年間で、世界の森林は約1億7800万㌶（日本の国土の約5倍）が失われてし
まいました。森林を伐採し農地として利用するプランテーションや燃料用木材の過剰摂取、自然の回復力を
考えずに行なう焼畑農業、違法伐採、森林火災など、原因はさまざま。その代償として、森林破壊による気候
変動や生物多様性の喪失などの環境問題は近年、人類共通の大きな課題となっています。
　国土の約7割を森林が占める日本では、古くからその恩恵を受けて暮らしてきました。日本は先進国におい
て、フィンランドに次ぐ世界有数の森林国。しかし同時に有数の木材輸入国でもあります。日本の木材自給率
は約3割。国産木材は耐久性や建材寿命に優れていますが、流通量が少なく高値になりやすいため、使用する
木材の7割近くを輸入木材に頼っているのが現状です。
　木材の大量消費国である日本において、国産木材を積極的に活用することは、日本の木材自給率を高める
と同時に、世界の森林伐採の抑止にもつながります。かけがえのない森林を守り、持続可能な森へと再生させ
るためにも、私たち一人ひとりが意識を新たに行動することが大切なのです。

新緑がまぶしい季節、森の恵みに感謝し、
森林が抱える環境問題について考えてみませんか？

参考：環境省自然環境局、林野庁、森林・林業学習館HP

●紙コップ・コピー用紙など紙の使用量を減らす。
●過剰な包装や紙袋を断る。
●古紙を原料とした再生紙の商品を積極的に利用する。
●古紙回収に協力する。
●植林や間伐、草刈りなどの森林保護活動に参加する。
●住宅や家具、紙など、さまざまな形で国産木材を利用する。

●森林認証を取得したマークを目安に商品を選ぶ。
　（例：FSC（Forest Stewardship Council森林管理協議会）認証、RSPO認証）

森林破壊を防ぐために、個人でもできることがあります！



あなたのご家庭に食べきれずに余っている未使用の食品はありません
か？西部３Ｒステーションでは「フードドライブ」を開催中です。ご提供
いただいた食品は「特定非営利活動法人フードバンク福岡」を通じて、
子ども食堂や福祉施設など食べ物を必要としている方々へ無償で配布さ
れます。ご提供いただく食品は１点から大歓迎。これまで寄付の方法が
わからず捨てていた食品を持ち寄り、支援の輪を広げましょう。

毎日１０：００～１６：００※休館日を除く

西部３Ｒステーション２階受付

未使用・未開封のもの※賞味期限まで１か月以上ある、

常温保存可能なものに限ります。

「フードドライブ」開催中!!「フードドライブ」開催中!!

日　　時

場　　所

対象食品

ご家庭で
余っている食品を
ご提供ください！

ご家庭で
余っている食品を
ご提供ください！

参考資料：プロが教える「15分掃除」がわが家を変える！（世界文化社）／ナチュラル洗剤でちょこっとピカピカ掃除！（世界文化社）

自然の力で家中ピカピカに！

～エコでやさしいお掃除術～
はじめよう！ナチュラルクリーニング

　みなさんはお掃除の時に使う洗剤がどのような成分で出来ているか考えた事はありますか？
　洗浄力が強く、簡単に汚れが落とせる合成洗剤ですが、元々自然界に存在していない界面活性剤や
化学薬品が含まれています。生活排水として排水されたあとも分解されずに、海や川の環境汚染につ
ながることも。
　重曹やクエン酸など自然由来の成分で汚れの性質に合ったア
イテムを使い、中和させて落とす「ナチュラルクリーニング」。排
水後も微生物などの働きによって成分を分解してくれるため、環
境への負担があまりありません。
　毎日の生活に欠かせないお掃除だから、環境にもやさしい「ナ
チュラルクリーニング」はじめてみませんか？

シンク
重曹をふりかけ、湿らせたスポンジでこする。蛇口など細かい
部分は歯ブラシで磨き、シンク全体にクエン酸水をスプレー。
水で洗い流し、乾いた布で拭きあげる。

排水口
ごみ受けは重曹を付けたスポンジで洗う。（細かい部分は歯ブラ
シで念入りに！）排水管の中に重曹をふり、沸騰寸前に温めたク
エン酸水を流し込む。発泡してきたら30分ほど置いて水で流す。

蛇口
調理台との継ぎ目など細かい部分は重曹をつけた歯ブラシで
磨く。水あかはクエン酸水をスプレーし、10分ほど置く。水で
洗い流し、乾いた布でしっかり拭き取る。

キッチンのお掃除編
ガスレンジ
ガスレンジが温かいうちに水拭きする。（やけどに注意）五徳や
受け皿は重曹を付けたスポンジでこすり洗い。落ちない汚れは
液体石けんを併用。

グリル
消臭のため使い終わったらすぐ受
け皿に重曹をたっぷりふりかける。
お湯を注ぎスポンジでこすり洗い。
ぬめりやべたつきが気になる時は
液体石けんを併用。

※クエン酸水⇒クエン酸大さじ２杯、水４００ml

１．重曹
２．クエン酸
３．酸素系漂白剤
４．液体石けん
５．エタノール

洗剤はこれだけでＯＫ！



はがき、FAX、E-mail：seibuplaza2@f-kankyo.or.jp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

　テレビや新聞などでよく聞くようになった
SDGs（持続可能な開発目標）という言葉。な
んとなく耳にはするけどよくわからない人も多
いはず。この本ではSDGsとはなにか。SDGs
が掲げている世界共通の17の目標とその取り組みを私たちの生活と
関連づけて解説。「ソファに寝たままできること」や「家にいてもでき
ること」など今日から始められることがイラスト付きで紹介されてお
り、はじめてSDGsを学ぶ大人にもわかりやすい内容になっています。

こどもSDGs
なぜSDGsが必要なのかがわかる本
バウンド 著

プラスチックのうみ
ミシェル・ロード 著

　気がつけば身の回りにあふれかえるプラ
スチック。とても便利なプラスチックです
が、年間800万トンものプラスチックが海
に流れこみ世界中で海洋汚染の原因となっています。私たちが捨
てたプラスチックごみがどのように海を汚し、生き物に悪影響を及
ぼしているのか。きれいな海を取り戻すにはどうしたらいいのか。
美しいイラストと当時小学5年生の川上拓土さんが翻訳した文章
にも注目し、環境問題を考える第一歩となってほしい一冊です。

5月5月の3R実践講座の3R実践講座

日 時 令和3年5月8日（土）、15日（土）、22日（土）
13：00～16：00
8名（抽選）
500円

2階研修室
4月22日（木）必着参加費

場 所
応募締切

定 員

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？ 

着物1枚（ほどいて洗いアイロンをかけてお
く、100㌢×200㌢の布でも可）、型紙用紙
など。

主な材料主な材料

着物1枚（ほどいて洗いアイ
ロンをかけておく）、型紙用紙
など。 

主な材料主な材料

日 時 令和3年5月13日（木）、20日（木）、27日（木）
13：00～16：00
8名（抽選）
500円

2階研修室
4月27日（火）必着参加費

場 所
応募締切

定 員

初心者向け・着物からスラッシュ開きチュニック作り【全3回】

着なくなった着物の生地を使い、立てたり折り返したりすることで、2通りの襟型が楽しめるチュニックを作る。

着物で2WAYカラーの半袖チュニック作り【全3回】

底板代わりに使用する牛乳パックと小さな端切れを組み合わせて、かわいいパッチワークのトレーを作る。

きれいに洗った牛乳パック（1㍑サイズ）×2
個、布：30㌢×50㌢を1枚、はぎれ6種類。型
紙22㌢×22㌢（菓子箱程度の厚紙）など。

主な材料主な材料

日 時 令和3年5月14日（金）、21日（金）、28日（金）
13：00～16：00
8名（抽選）
500円

2階研修室
4月27日（火）必着参加費

場 所
応募締切

定 員

日 時 令和3年4月20日（火） 10：00～11：30

4月18日（日）応募締切

市内在住、または市内に通勤通学
する方で、Zoomを使用できる方。

参加条件

①講座名②住所③氏名④年齢を明記し、下記までメールでご応募ください。
当選者にははがきでご案内を送付いたします。 E-mail：seibuplaza2@f-kankyo.or.jp

応募方法
定 員

着なくなった着物の生地を使い、スラッシュ開きがアクセントの五分袖のチュニックを作る。

牛乳パックと端切れでトレー作り【全3回】

コンポストで始める循環生活～ダンボールコンポスト～

貸出図書コーナーより 今月のおすすめ図書

オンライン講座

Zoomを使って、初心者にも簡単にできるダンボールコンポストの作り方を学ぶ。

NPO法人循環生活研究所
20名（抽選） 参加費 無料

講 師



10:00-17:00
（衣類の持ち込みは16：00まで）

福岡市西部３Rステーション 検索

公益財団法人 ふくおか環境財団編集・発行／ 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。

http:/ /www.fukuoka-seibuplaza.com

姪浜・天神・博多方面より
西鉄バス「三陽高校前」バス停より徒歩約2分
西鉄バス「生の松原団地南」バス停より徒歩約5分
［西鉄バス情報］http://www.nishitetsu.jp/bus/

西部３R
ステーション

博多駅
天神方面姪浜駅

西鉄バス 地下鉄

西鉄バス

開館
時間

月曜日
（休日の場合は開館し、次の平日休館）

休館
日

092-882-3190 092-882-4580

福岡市西部３Rステーション
バ
ス
で

お
越
し
の
方

〒819-0162 福岡市西区今宿青木1043番地の2

TEL FAX

博多湾

天神→
高崎交差点

福寿園 総合西市民
プール

西区役所

←前原

三陽高校バス停

生の松原
団地南
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

下山門駅

姪浜駅
JR筑肥線

福岡市営
地下鉄

三陽高校 福重 JCT

202202

560560

西部３Rステーション

ツイッターを
始めました

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、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？

体験講座の申込方法 電話、または西部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。

4月の体験講座！ すべて無料です！！

ご来館の皆さまへお願い

・ご利用はできるだけ少人数でお願いします。

・発熱、咳等の症状がある場合は来館をご遠慮ください。

・館内はマスク着用でお願いします。

・入口に消毒液を設置していますので、手指の消毒をお願
　いします。

・人との距離（2㍍程度）を保つようお願いします。

入館されるすべての方へ
・受講前に、体調確認と体温測定にご協力ください。

・新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するため、
　4～5月に開催予定の3R実践講座、体験講座、生ごみ堆肥
　相談会については、状況により実施を見合わせる場合が
　ございます。何卒ご理解いただきますようお願いいたし
　ます。

講座を受講される方へ

場所／2F啓発コーナー
参加費／無料　申込／不要
※基材・テキスト購入可

■ふくおか環境倶楽部主催
　日時／毎月第2・第4土曜日
　　　　13：00～15：00

■NPO法人循環生活研究所主催
　日時／毎月第2金曜日
　　　　10：00～12：00

生ごみの堆肥化でお困りの方は何でも相談ください。生ごみ堆肥相談会

申込

所要時間30分程度
毎日 10：30～15：30

随時

ハーブ入りリサイクル
せっけん作り
水曜日

申込

定員

10：30～11：30

5名/日（先着順）

希望日の3日前まで申込

所要時間30分程度
毎日 10：30～15：30

随時

木の枝フォトスタンド

はぎれ（布・革）で作る
ストラップ

食品トレイで
マグネットインテリア

申込

定員

日時

令和3年4月15日（木）～5月5日（水・祝）
10：30～15：30
所要時間30分程度

30名/日（先着順）

希望日の3日前まで

場所

2階体験コーナー

体験講座期間限定！
ロール芯で
鯉のぼり飾り

申込

所要時間30分程度
毎日 10：30～15：30

随時

参加費
無料
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