ー

ズ

空き缶通信
カ

ＫＡＲＳの深津です。
昨年は、参加団体さんをはじめ、諸関係者の方々
のご協力のおかげで、様々な取組みへ発展した１年
でした。
●地元まつり 起(業祭・若松みなと祭り へ)の参加
●「空き缶通信」スタート
●「空き缶基金」事業のスタート
今年もあき缶のリサイクルを通じて、より多くの

２００５年

１月号

発行所 ｋＡＲＳ ℡ ０９３（７５２）
５０３３

広徳小学校（小倉南区）
小倉南区の大きな団地（徳力団地）の中に所在
し、遠くに平和台が見え、近くには紫川（中流）
が流れています。

全校生徒４５３名の内、３年生・４年生（８１

収しています。
【ＫＡＲＳは缶のみ回収】

の集積場所を設け、資源物（缶・古紙）を廃品回

町内を班分け（１２班）し、２班ごとに１ヶ所

帯（若い人が多い）の第１種住宅地です。

町内世帯数２１３の内、
８割がサラリーマン世

高須東１丁目町内会（若松区）

組み、感想文を書いたり、発表したりしています。

並行して、生徒さんがごみに関する学習に取り

あき缶を回収ボックスへ入れています。

飲料済みの缶を持参したり、通学途中に見つけた

皆さ んの身 近な行 事や周 辺の 名所な どをで きる

営業担当
深津 伸哉

新たな参加団体
若松区第３２区自治区会（若松区）

７３団体

サンエス・エンジニアリング㈱（若松区）
累計

先月の空き缶回収量

３９２０キログラム
ご協力ありがとうございました！

先月のベスト３
赤崎小学校（若松区）
本城団地 長寿会（八幡西区）
西日本総合展示場 清掃部（小倉北区）

源や環境の大切さを次世代へ伝えています。

町内の子供さんにも手伝ってもらうことで、資

全員が入会。毎月、町内清掃を実施しています。

北九州市のボランティア団体として、町内会の

集 積 場 所 ②

くお願いします。

名）があき缶回収に取り組んでいます。家庭から

ボックス設置風景

だけ掲載していきますので、情報提供を含め、宜し

方々と交流していければと考えております。

外観
校舎
集 積 場 所 ①

Vol.12

ー

ズ

空き缶通信
カ

ＫＡＲＳの山崎です。
空き缶通信が、今月でちょうど２年目に突入とな
ります。コメントするのも２回目となりました。
支援企画の参加団体さんが増えたので、皆様への
支払いの準備に気を付けています。今年に入って小
学校・中学校の工場見学も増えています。まだ見学

恭子

２００５年

２月号

発行所 ｋＡＲＳ ℡ ０９３（７５２）
５０３３

修多羅小学校（若松区）
作家の火野葦平を輩出した校区で、後方には雄
大な高塔山がそびえ立っています。
全校生徒３２９人が、①高塔山の清掃・②あじ
さいの植樹（高塔山）
・③久岐の浜清掃といった土
地柄を活用した環境美化に取り組んでいます。
同時に、家庭
から空き缶を持
ち寄り、資源回
収にも力を入れ

ました。

にて、３年生が神戸の元町にて清掃活動を実施し

モス街道の清掃活動を、また、今年度の修学旅行

ごみゼロの日（５／３０）に、全校生徒がコス

年生が参加しています。

また、北九州エコツアー（教育委員会主催）に１

しています。全校生徒２９２名が缶回収に携わり、

中学校の中では、一番エコタウンの近くに立地

向洋中学校（若松区）

てあいさつをしています。

火曜日の朝、児童会１０名ほどが、門の前に立っ

さつ」を、児童会と地域の方々との連携にて実施。

『こどもを育てる１０か条』の１つ、
「朝のあい

ています。

Vol.13
ボックス設置風景

されていない学校さんがあれば、お気軽に見学にお
越しください。

受付担当
山崎

今年度は余裕があれば、毛筆など、習い事をして
みたいと思っています。

新たな参加団体
若松区第２１区自治区会（若松区）
若松区第２０区自治区会（若松区）
若松区第１１区自治区会（若松区）
槻田小学校（八幡東区）
安部ガナイト工業㈱（若松区）
東海炭素㈱
丸三商事㈲

先月の空き缶回収量

学 校 外 観

にて蓋を取り付けています。

空き缶回収ボックスの雨対策として、自主制作

ボックス設置風景

２３４０キログラム
ご協力ありがとうございました！

先月のベスト３
中島校区まちづくり協議会（小倉北区）
本城団地 長寿会（八幡西区）
慶成高等学校 秀櫻館（小倉北区）
大谷まちづくり協議会（戸畑区）

学 校 外 観

ー

ズ

空き缶通信
カ

ＫＡＲＳの井上です。
庭先のしだれ梅も春の嵐で散ってしまい、新し
い春を探しに遠賀川へ行きました。
河原には菜の花が満開でとてもきれいでしたよ。
そんな黄色のじゅうたんに目もくれず、「つくし」
や「のびる」を採っている人達も・・・。

井上

雅代

総務・経理担当

いつの間にか、私も混じっていました。

新たな参加団体
鴨生田小学校（若松区）
㈱ワシダ（サービスステーション６社）
北九州市エコタウンセンター
累計 ８３団体

先月の空き缶回収量

２２２０キログラム

２００５年

３月号

発行所 ｋＡＲＳ ℡ ０９３（７５２）
５０３３

暁の鐘学園（若松区）
子ども達の成長と自立を支援する「もうひとつ
の家族」として、愛情豊かな、安らぎのある家庭
的雰囲気を持つ養育・保護施設です。
ウグイスや小鳥の鳴き声が聴こえる緑に囲まれ
た静かな場所であり、小竹の丘に、元気な子ども
達４０名が生活をしています。

金を子ども会にて役立てています。

た空き缶も会社の敷地内に保管し、得られた支援

社員のみでなく、地域子ども会で廃品回収され

の補修工事といった実績があります。

いる会社で、山田高架橋（宗像市）や槻田中学校

九州一円にて、塗装関連全般を施工・工事して

大石塗装株式会社（八幡東区）

州卓球選手権（小学生）に出場経験があります。

スポーツでは、卓球をする子どもが多く、全九

物を大切にする心をみんなが勉強しています。

空き缶をはじめ、古紙類・古着などを回収し、

倉庫内ボックス

ぎやかで楽しい地区です。

夏には前田祇園山笠と行事にこと欠かさない、に

また、会社のある前田町は、春には桜まつり、

保管場所周辺

ご協力ありがとうございました！

先月のベスト３
本城団地 長寿会（八幡西区）
中島校区まちづくり協議会（小倉北区）
西日本総合展示場（小倉北区）
築上中部高等学校（豊前市）

学園入口付近
会 社 外 観

Vol.14

ー

ズ

空き缶通信
カ

ＫＡＲＳの山下です。
先月の地震にはとても驚きました。車の中にいた
のですが、初めは数人で車を揺らされていると思っ
たほどです。まだ余震が続いていますので、皆さん
も気を付けてください。
暖かくなるので、休日ゴルフに行こうと思います。
大自然の中で運動するのはとても気持ちがいいで
す。また、桜や紅葉などを見て季節の移り変わりも
楽しめます。
今月号から、
『空き缶基金』活動に参加し募缶して
くれている団体（企業）さんも紹介していきます。

山下

伸悟

選別リサイクル担当

新たな参加団体
到津小学校（小倉北区）
コスモ石油販売㈱ 本城給油所（八幡西区）
㈱ヒガキ ビッグワン中原ＳＳ（戸畑区）
累計 ８６団体

２００５年

４月号

発行所 ｋＡＲＳ ℡ ０９３（７５２）
５０３３

鴨生田小学校（若松区）
４年生（現５年生）８１名が、空き缶回収の手
紙を町内の回覧板へ挿し込んで広報しました。
その手紙を読んだ地域の方々は、缶を選別して
出すという協力を惜しまず、暖かく見守っていま
す。

Vol.15

クを拡大している総合物流企業です。

州一円から関東・関西さらに海外へとネットワー

海運業として創業以来８４年の歴史を経て、九

鶴丸海運株式会社（本社・若松区）

活動に発展していこう」と頑張っています。

今後は、周辺の公園などに植樹し、
「緑を増やす

守っています。

を購入し、校内の花壇に植えてみんなで成長を見

ヒントとし、空き缶支援金で『温州みかんの苗木』

本城（八幡西区）での植樹ボランティア活動を

みかんの木 植樹

うに心掛けています。

としての基本マナーを、社員全員が身に付けるよ

ランティア活動にも参加し、営利ではなく社会人

ヵ所にて、空き缶基金に協力しています。環境ボ

若松本社・小倉営業所・小倉港湾ヤードの計３

小倉港湾ヤード

先月の空き缶回収量

４３４０キログラム
ご協力ありがとうございました！

先月のベスト３
赤崎小学校（若松区）
鴨生田小学校（若松区）
本城団地 長寿会（八幡西区）

空き缶保管倉庫
本社 外観

ー

ズ

空き缶通信
カ

ＫＡＲＳの武冨です。
野球のシーズンも始まり、毎月１～２回ソフトボ
ールの試合に出場しています。グラウンドを走り、
いい汗を流しています。只今、打撃絶好調です。
仕事で気を付けていることは、加熱炉で工場内が
熱くなり、汗を沢山かくので、水分をしっかり取る

２００５年

５月号

発行所 ｋＡＲＳ ℡ ０９３（７５２）
５０３３

槻田小学校（八幡東区）
明治４０年４月に開校し、まもなく創立１００
周年を迎えます。本校区は、古くからの閑静な住
宅地で、近くに県立八幡高校もあり、教育環境に
恵まれている場所です。平成９年に校舎が改築さ
れ、現在では、中庭のある明るい教室で児童は学
んでいます。

す。

エスカル 戸畑海員会館（戸畑区）

や船員研修で来日の際に宿泊しています。

千人ほどの外国人（２１カ国）のかたも国際会議

までの運動部がよく利用しており、また、年間２

安くて清潔な施設ですので、小学生から大学生

ます。

ける大・小の船を、宿泊室から眺めることができ

歩１分の場所に位置し、赤い若戸大橋をくぐり抜

は、戸畑で唯一の公共の宿です。戸畑渡場から徒

フランス語で「寄港」を意味する「エスカル」

基金
団体

毎年１回、地域住民の方々と一緒に参加していま

でおり、美化活動として、槻田川の清掃活動にも

全校生徒４８２名全員が空き缶の回収に取組ん

校 舎 外 観

ようにすることです。
最近、歯が痛み出し、食べたいものも食べられま
せん。皆さんも歯は大切にしましょう！

ペレット製造担当
武冨 進

新たな参加団体
足立市民センター（小倉北区）
星ヶ丘明星会（八幡西区）
累計 ８８団体

先月の空き缶回収量

ボックス設置風景
ロ ビ ー

２４１０キログラム
ご協力ありがとうございました！

先月のベスト３
中島校区まちづくり協議会（小倉北区）
大谷まちづくり協議会（戸畑区）
本城団地 長寿会（八幡西区）

施 設 外 観

Vol.16

ー

ズ

空き缶通信
カ

ＫＡＲＳの谷口です。
九州も「梅雨入り宣言」し、お出かけ前の天気予
報が気になる時期となりました。
梅雨から夏にかけては高温多湿で、食中毒の発生
も多くなる季節です。皆さんも日頃の予防を心がけ
ましょう。
海では海水浴を楽しむ人を見掛けるようになりま

２００５年

６月号

発行所 ｋＡＲＳ ℡ ０９３（７５２）
５０３３

小森江東小学校（門司区）
風師山の下腹域に位置し、巌流島を正面に見渡
すことのできる学校です。
全校生徒１５７名全員が顔見知りな程、他の学
年間の交流が盛んである。年１回、地域毎に縦割
りされた生徒さんが、各自通学するコース近くの
公園の清掃を実施している。

機械の設計・製作を行なう会社です。

昭和４８年操業。製缶業を主体とした各種産業

竹藤開発工業株式会社（若松区）

ユニセフ募金へと寄付しています。

などに加工し、バザーにて販売。得られた資金を

す。使用済みのペットボトルを使って、鉛筆立て

にてホタルの飼育を行ない、学習に役立てていま

環境栽培委員会が主となり、校内『ホタル池』

ホタル池（校内）

した。今年はマリンスポーツにチャレンジしたいと
思います。
ペレット製造担当
谷口 幸雄

新たな参加団体
麻生医療福祉専門学校 北九州校（戸畑区）
北九州八幡ロイヤルホテル（八幡東区）
㈱ヒガキ（本社・戸畑区）
・大手町ＳＳ（小倉北区）
・真鶴ＳＳ（小倉北区）
・関門ＳＳ（門司区）

９３団体

巌流島
（校舎内から撮影）

等に回す予定です。

缶回収にて得られた支援金を、会社独自で寄付

内で代表格の企業であり、全国的にも有名です。

レジャー施設などのプール製作においては、九州

タンクを製作する実績も豊富です。また、学校・

の容器を大手業者へ納品。また、ビール製造用の

現在、ステンレス製缶を核として、タンクなど

回収ボックス設置（現場）

シーエルシータカハシ㈱グループ（本社・門司区）

以上累計

・ドクタードライブ 沼店（小倉南区）
・ドクタードライブ 曽根バイパス店（小倉南区）
・ドクタードライブ 湯川店（小倉南区）
・ドクタードライブ しんもじ店（門司区）
・ドクタードライブ 門司駅通店（門司区）
・ドクタードライブ 門司店（門司区）
・３号線折尾ＳＳ（八幡西区）
・本城ＳＳ（八幡西区）
・ドクタードライブ 三ヶ森店（八幡西区）
・ドクタードライブ 力丸店（八幡西区）
・ドクタードライブ きよみず店（小倉北区）
・ドクタードライブ 小倉店（小倉北区）
・ドクタードライブ 足立店（小倉北区）
・日明ＳＳ（小倉北区）
・二島ＳＳ（若松区）
・ドクタードライブ 高須店（若松区）

大東建託㈱ 北九州支店（八幡西区）
あいおい損害保険㈱（八幡西区）

先月の空き缶回収量

４０６０キログラム
ご協力ありがとうございました！

先月のベスト３
赤崎小学校（若松区）
西日本総合展示場（小倉北区）
本城団地 長寿会（八幡西区）

会 社 外 観

Vol.17

ー

ズ

空き缶通信
カ

ＫＡＲＳの大多和です。
連日気温が３０℃を超え、今年も楽しい夏がやっ
てまいりました。梅雨もあがり、真っ青な空を眺め
ていると気分も爽快になりますね。
先月は別府の秘湯にバイクで行ってきました。脱
衣所もない所でまさしく秘湯。最高でした。
炎天下の中、バイクで乗り回しているうちに早く
も腕の皮がむけてしまいました。
ケガ・事故のない様に夏を楽しみましょう。

大 多和 真輔

ペレット製造担当

新たな参加団体
西日本ペットボトルリサイクル㈱（若松区）
西戸畑まちづくり協議会（戸畑区）
麻生情報ビジネス専門学校 北九州校（小倉北区）
麻生公務員専門学校（小倉北区）
昭和商事石油㈱
・到津ＳＳ（小倉北区）
・西港ＳＳ（小倉北区）
・高峰ＳＳ（小倉北区）

コスモ石油販売㈱

１
: ００団体

２００５年

７月号

発行所 ｋＡＲＳ ℡ ０９３（７５２）
５０３３

鞘ヶ谷まちづくり協議会（戸畑区）
新日鐵の社宅を主とし、１２８４世帯数（２４
協議会）ある鞘ヶ谷地区は、子ども会や老人会が、
定期的に公園や人工川（約３００メートル）
、天籟
寺川の清掃活動を実施しており、きれいな町並み
を誇っています。

も、子どもたちが缶に絵を描き、パネルに展示。

パネルなどを展示し、来客者へ説明・紹介。他に

環境パスポート事業のオープニングイベントが開

累計

枝光本町商店組合連合会（八幡東区）

先月の空き缶回収量

３７１０キログラム
ご協力ありがとうございました！

先月のベスト３

中島校区まちづくり協議会（小倉北区）

本城団地 長寿会（八幡西区）

へ向けた地域参加型の事業がスタートしました。

内の商品を対象に利用できます。商店街の活性化

円分）のチケットを得られるシステムで、商店街

回収機へ空き缶１個投入毎に、１ポイント（１

井堀校区まちづくり協議会（小倉北区）

赤崎小学校（若松区）

缶アート作成風景

以上

催されました。ＫＡＲＳからもリサイクル施設の

７月２３日、八幡東区の枝光本町商店街にて、

環境パスポート事業 ＯＰイベント（八幡東区）

花の苗を購入し、緑化活動に取組む予定です。

切な資源として回収し、また、缶の支援金からは、

環境の町を目指し、リサイクルできるものは大

間）が集います。

った「ほたる祭り」行事には、毎年１万人（２日

ホタルの町として有名で、今年で１５回目とな

ほたる祭り（2005/5/29）
ボックス設置風景

枝光台中学校（八幡東区）

・尾倉ＳＳ（八幡東区）

ほたる公園
空き缶回収機
（缶投入中）

100

Vol.18

ー

ズ

空き缶通信
カ

ＫＡＲＳの池尻です。

２００５年

８月号

発行所 ｋＡＲＳ ℡ ０９３（７５２）
５０３３

西戸畑まちづくり協議会（戸畑区）
約１０６０世帯数の西戸畑地区は、戸畑区の西

コスモス街道沿いに、ひまわりがきれいに咲き誇
っています。コスモス畑が満開になる頃には、徐々
北に位置し、戸畑と若松を結ぶ若戸渡船が洞海湾

道典

を往来する、戸畑側の玄関口となっています。

に涼しくなっていき、季節の変化が感じられますね。
週末にはドライブがてら温泉（自然に湧き出して
いる所）を巡っています。
自宅の庭に、今年食べたスイカの種を植えたのが
芽を出し、今ではソフトボール位の大きさになって
います。これから、いろいろな野菜を作ってみたい
です。

池尻

選別リサイクル担当

新たな参加団体
相生商店連盟共同組合（八幡西区）
コスモ石油販売㈱
・木町ＳＳ

累計

１
: ０１団体

を皮切りとして盛大にスタートしました。

の見物客が見守る前で『くきのうみ花火の祭典』

出店の立ち並ぶ初日。雨の心配をよそに、大勢

若松みなと祭り（７月２９～３１日）

み実施中。

ける意味合いを込めて）
、空き缶回収活動に組み込

ごみの廃品マナー向上のため（資源分別を心が

組んでいます。

地域住民参加型の「ガーデニング大作戦」に取り

で、
「あいさつ運動」を励行したり、本町公園にて

美しい街並み・賑わいのある地域づくりの一環

ボックス設置風景

時間を過ごさせていただきました。

献できたかどうかは不明ですが、楽しく有意義な

昨年よりも増員し５名にて熱唱。盛り上げに貢

大会に出場。当然回収ボックスも設置。

翌３０日、当社ＫＡＲＳは、２年連続カラオケ

特設ステージ横
回収ボックス設置風景

以上

先月の空き缶回収量

４８６０キログラム
ご協力ありがとうございました！

先月のベスト３
大谷まちづくり協議会（戸畑区）
中島校区まちづくり協議会（小倉北区）
やまびこ学園（小倉南区）

センター外観
熱 唱 中
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ＫＡＲＳの吉川です。
私、炭酸飲料が大好きなんですが、９月に入って
自動販売機から『何んと！』夏季限定お徳用サイズ
コーナーがなくなっているではありませんか。残暑
厳しいですが、そんなこんなで秋突入となりました。

。
･･･

近況では、妻がサーフィンを始め、
『あっ！』と言
う間にスーツ、ボードと道具が揃っている有様
私の財布は真冬の様相を呈し始めました。
『チームＫＡＲＳ』結成へ向け、自動二輪の大型

信敏

免許取得にまずチャレンジする予定です。

吉川

総務・経理担当

新たな参加団体
伸清興業（若松区）
新栄石油（若松区）
㈲ニューげんかい（若松区）

累計

１
: ０６団体

コスモ石油販売㈱ 戸畑ＳＳ（戸畑区）
本社（若松区）
藤木給油所（若松区）
門司給油所（門司区）

㈱新光
・
・
・

㈱イシマル（小倉北区）
以上

先月の空き缶回収量

６７７０キログラム
ご協力ありがとうございました！

２００５年

９月号

発行所 ｋＡＲＳ ℡ ０９３（７５２）
５０３３

やまびこ学園 【重症心身障害者施設】
（小倉南区）
当 学 園 は 前 方 に 国 定公園 で あ る 平 尾 台 の カル
スト台地が連なり、緑に囲まれた閑静なところで
す。医療法による病院と児童福祉法による福祉施
設の両面をもち、総合的な療育ができることを特
徴としています。

どころとして、活発に活動・運営しています。

ち づく り協 議会 を中 心に、 市民 セン ター をよ り

４ ４世 帯に より 構成 される 自治 会の 組織 が、 ま

り 、歴 史の ある 町な みが残 って いま す。 全２ １

井堀 校区 は、 昔、 農耕を 中心 とし た地 域で あ

井堀校区まちづくり協議会（小倉北区）

生のために有効活用されています。

われています。缶の回収で得られた支援金は学園

カリキュラムである「缶つぶし」という作業に使

缶は保護者、職員によって集められ、学園生の

「缶つぶし」作業場

赤崎小学校（若松区）

施 。自 治会 広報 や市 民セン ター だよ り等 で積 極

中島校区まちづくり協議会（小倉北区）

的に参加の呼びかけを行なっています。

の 活動 （月 ２回 ）に て、缶 回収 や古 紙回 収を 実

校区ボランティアの「資源回収事業グループ」

空き缶保管倉庫

本城団地 長寿会（八幡西区）

先月のベスト３

建 屋 外 観
建 屋 外 観
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ＫＡＲＳの福田です。
日曜日に孫を連れて、平尾台に遊びに行ってきま
した。紅葉には ちょっと早かったですが 、「天気良
好」
・「爽やかな風」
・「新鮮な空気」と３拍子揃った
おかげでとても満喫できました。
また、天平山（標高１３１０メートル）に登り、
頂上から北九州を一望。日頃あまり食べない孫も、
頂上での弁当をおいしそうに食べていました。
今年大好きな魚釣りにあまり行けなかったのが少
し心残りですが、若松（はまゆう）岩盤浴へ行き、
いい汗を流し（腰を温め…）たおかげで腰痛も

博

１
: ０８団体

治った気がします。今後も続けたいと思います。

福田

ペレット製造担当

新たな参加団体
大里東小学校（門司区）
小出油業㈲

累計

２００５年

１０月号

発行所 ｋＡＲＳ ℡ ０９３（７５２）
５０３３

星が丘校区まちづくり協議会（八幡西区）
前を見れば近代建築（山を切り開いてできた新
興住宅など）
、後ろを見れば金剛山や尺岳、福智山
という山並みが融合しているのが「星が丘」校区
の特徴です。

ながらリサイクル活動に励んでいます。

八幡ロイヤルホテル（八幡東区）

あり、夜は副都心黒崎の夜景を展望できる所です。

１あるホテルグループの１つで、小高い丘の上に

います。北は北海道から南は沖縄まで、全国に３

ワールドのオフィシャルホテルとしても営業して

旧八幡製鉄所本社の跡地に建てられ、スペース

基金
団体

紙・牛乳パックなどを持ち寄り、地域内で連携し

の方々が、センターへ足を運ぶ際に、空き缶や古

の方々へ定期的に資源回収を呼びかけ、地域住民

センターだよりを介して、校区内２３００世帯

空き缶 集積場所

め、ゼロエミッション化へ向けた取組みを実施中。

スチックなど可能な限りリサイクルされる様に努

動として提供しています。他に、食用廃油・プラ

その内、空き缶を、小学生のための空き缶基金活

ホテルから排出されるゴミを２３品目に分別。

分別コーナー

以上

先月の空き缶回収量

６９８０キログラム
ご協力ありがとうございました！

先月のベスト３
赤崎小学校（若松区）
西日本総合展示場（小倉北区）
本城団地 長寿会（八幡西区）

センター外観
ホテル外観
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ＫＡＲＳの藤田です。
日ごとに寒さが増し、重ね着枚数が多くなってお
り、私の中ではすっかり冬モードです。今月初旬に
はストーブを出しました。
先月、家族全員でハウステンボスへ日帰り旅行に
行ってきました。ＪＲで行ったのですが、道中の車
窓から眺める景色は格別なものでした。
子供も大きくなり、休みに家族全員が揃う機会も
減ってきています。
『おーい、旅行に行くぞ！』と言
うと、家族が全員揃って出掛けるような家庭環境作

輝実

りを目指したいと思います。

藤田

ペレット製造担当

新たな参加団体

累計

１
: ０９団体

福岡小松フォークリフト㈱（小倉北区）
以上

先月の空き缶回収量

２００５年

１１月号

発行所 ｋＡＲＳ ℡ ０９３（７５２）
５０３３

戸畑中央小学校（戸畑区）
戸畑区のほぼ中心に位置し、大きく分けて西に
洞海湾、北に工場群、東に官公庁、南に住宅地と
なっています。開校５年目の新しい学校で、全校
５９５名の子供たちは、様々な特徴のある立地条
件を利用して、地域を素材とした学習を行なって

幅広い年代が自然の中で余暇を過ごしています。

に約２０００坪の土地を有し、大人から子供まで

す。若松区の岩屋（千畳敷）海岸近くの国道沿い

青少年の健全育成の４本柱を中心に活動していま

平成１４年４月から、環境・福祉・食の安全・

地域ボランティア「よりどころ」
（若松区）

寄付（車いす・ベッドの補助器）に充てています。

って回収。回収で得た支援金を、老人ホームへの

寄った缶を環境委員会の児童が週１回各教室を回

全校でアルミ缶回収に取組み、子供たちが持ち

います。

外観
校舎

保管倉庫
資源物
菜園

金へと回し、活動を充実させています。

空き缶回収で得たリサイクル金を、材料の購入資

ごみ堆肥も使用）
」
・
「養鶏」などを年中無休で開催。

主に、「竹炭づくり」
・
「完全無農薬野菜づくり（生

無農薬野菜

５１６０キログラム
ご協力ありがとうございました！

先月のベスト３
本城団地 長寿会（八幡西区）
西日本総合展示場（小倉北区）
枝光本町商店街組合連合会（八幡東区）
中島校区まちづくり協議会（小倉北区）

養鶏場
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ＫＡＲＳの井上です。
長期予報では、今年も暖冬と言われていましたが、
予想外の寒波襲来。この寒波に加え、海水温が平年
より１～２度高いことで、水蒸気の量が増え雪雲が
発達し、日本海側の大雪になっているそうです。
地球温暖化が原因の海水温度の上昇ですが、温暖

２００５年

１２月号

発行所 ｋＡＲＳ ℡ ０９３（７５２）
５０３３

到津小学校（小倉北区）
町の 中にありなが ら、到津の 森や板櫃川な ど自
然にも恵まれた土地柄です。
１０ 月に全校（生 徒数３７４ 名）で、アル ミ缶
積み大 会「到津ギネ スに挑戦」 を開催するに あた
り、直 前１ヶ月間で １９０４本 のアルミ缶を 収集
し準備。優勝は、２１本の積上げに成功しました。

ークについて』の劇も発表。

取組み、さらに、
『カンのリサイクルとグリーンマ

生の児童が、空き缶集めの呼びかけ・缶つぶしに

今年は、環境委員会を中心とした５年生と６年

港が丘小学校（門司区）

ンティア活動に取組む生徒さんが増えています。

ら登校する仕組み ス(タンプカード方式 を)作り、全
校生徒へ呼びかけた。学習との結び付きで、ボラ

青少年赤十字委員会の児童が、ゴミを拾いなが

また、５・３０（ゴミゼロ）運動を１週間実施。

空き缶集積状況

化→暖冬とはいかないみたいで、環境問題にはいろ
いろ考えさせられます。
この寒さで私も、一足早く厚着になっていますが、
暖房に頼ることなく重ね着で乗り切りたいと思いま

雅代

累計

１
: １０団体

す。皆さんも今年は、
『ウォームビズ』で温暖化防止
に一役かってみませんか？

井上

総務・経理担当

新たな参加団体
光英株式会社（小倉北区）
以上

先月の空き缶回収量

６３１０キログラム
ご協力ありがとうございました！

赤崎小学校（若松区）

の出し方の学習（家庭科）やリサイクル大作戦を

本城団地 長寿会（八幡西区）

通じて資源の大切さを学んでいます。

題して展示物作成を実施。児童の皆さんが、ゴミ

ランド作りを、また、エコライフミュージアムと

環境学習の実習で、学校の裏山開発としてエコ

空き缶集積状況

枝光本町商店組合連合会（八幡東区）

先月のベスト３

学校 外観
外観
学校
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ＫＡＲＳの深津です。

２００５年

冬季増刊号

発行所 ｋＡＲＳ ℡ ０９３（７５２）５０３３

空き缶回収活動 記録集

１位

本城団地 長寿会

２，８６０ｋｇ

■平成１７年 回収量ベスト１０

９４０ｋｇ
２，６３０ｋｇ

■空き缶回収総重量
平成１５年
赤崎小学校

空 き 缶 回 収 活 動 を ス ター ト さ せ て 早 ２ 年 が 経 ち
ました。先月行なわれた起業祭への参加も２回目。
２位

２，０２０ｋｇ

２２，５４０ｋｇ

西日本総合展示場 清掃部
１，３１０ｋｇ

平成１６年

４位
大谷まちづくり協議会
７９０ｋｇ

今 年 も 新 日 鉄 八 幡 さ ん から ブ ー ス を 提 供 し て い た

５位
井堀校区まちづくり協議会
７７０ｋｇ

２，４００ｋｇ

６位
枝光本町商店街連合会
６１０ｋｇ

中島校区まちづくり協議会

７位
本城イースト子ども会
５３０ｋｇ

３位

８位
岩崎自治区会
５００ｋｇ

４２，８５０ｋｇ

９位
戸畑中央小学校

平成１７年

■空き缶基金積立額
【Ｈ１７年１０月現在】
１０４，４００円

☆全３４作品

【僕らの仲間】

☆全３３作品

【海の仲間たち】

＊平成１７年は、
１月～１ ０月ま での実 績 で す。

１０位

だき、ブース内にて催しを実施。詳細を次項に掲載
します。
団体回収の近況報告を少々…。参加団体（裏面に
全団体名を掲載）は、支援（４円）企画７２団体、
空き缶基金３７団体となり、北九州市内全区にて取
り組みが広がってきました。これまでの空き缶回収
実績を記録集として下記に掲載します。お楽しみい
ただけたら幸いです。
■月別回収量チャンピオン回数
赤崎小学校
４回

また、ＫＡＲＳホームページをリニューアルしま
した。空き缶回収活動の充実を目的に作成しており
中島校区まちづくり協議会
３回

１回
１回

☆全２３作品

【工場でつくって
ほしいもの】

缶アート完成品

清掃部

１１回

ます。閲覧よろしくお願いいたします。
本城団地 長寿会
１回

ｈｔｔｐ
大谷まちづくり協議会

ｗｗｗ．ｋ ａ
: //
-ｒｓ．ｃｏ．ｊｐ
１回

戸畑中央小学校

西日本総合展示場

青葉小学校

伸哉

会(場 大谷体育館前 )

営業担当
深津

○ 起 業 祭
来場 されたお子さ ん

■缶アート【展示ブース内】

雨の時もありましたが、３日間累計で６２万人の
に、５つのテーマを基

開催期間中（１１月４日～６日）、天候が崩れ
来場者（実行委員会事務局データ）となり、大変
（胴体部分）に思いつ

にして、空き缶の側面

今年も当社ＫＡＲＳは、新日鉄八幡さんのテン
いた絵を描いていただ

盛況なお祭りとなりました。
トを間借りさせていただき、テント内外でイベン
きました。開催期間中、
絵が描かれた缶の数

トや空き缶回収の活動を紹介しました。
テント内では、子供さんたちに、缶そのものに

☆全５７作品

【森の仲間たち】

んの姿を写真撮影して

☆全４３作品

【宇宙に持って
行きたいもの】

ます。

トになったと感じてい

ほのぼのとしたイベン

ることができ、とても

親御さんの姿も垣間見

になって缶に絵を描く

いる親御さんや、一緒

缶に 絵を描く子供 さ

もらいました。

の絵へ缶を貼り付けて

くれた子供さんに下地

でき るだけ、描い て

は、なんと１９０本！

看板完成品

絵を描いていただき、下地の絵に缶を貼り付ける
缶アートを制作しました。

また、屋外には回収ボッ
クスを設置し、祭り・イベ
ントに来られたお客さんに、
飲料済みの缶を提供してい
ただきました。
飲料済み空き缶を利用し
て、「缶アート」
・「ＫＡＲ
Ｓ」の看板を作成・展示。

会 場 風 景

●活動全団体 一覧（１２月１２日現在）
【学校】

以上１０９団体
（参加順）

本城団地 長寿会（八幡西区）
本城東自治区会 第６町会（八幡西区）
大石塗装株式会社（八幡東区）
浅生ファイン通り組合（戸畑区）
自悠茶論 皿倉（八幡東区）
本城市民福祉センター（八幡西区）
やまびこ学園（小倉南区）
帝電設株式会社（八幡東区）
ボランティア「よりどころ」（若松区）
竹藤開発工業株式会社（若松区）
若松区第３２区自治会（若松区）
若松区第２１区自治会（若松区）
若松区第２０区自治会（若松区）
若松区第１１区自治会（若松区）
足立市民センター（小倉北区）
星ヶ丘明星会（八幡西区）
岩崎自治区会（八幡西区）
麻生医療福祉専門学校（戸畑区）
麻生情報ビジネス専門学校（小倉北区）
西戸畑まちづくり協議会（戸畑区）
枝光本町商店組合連合会（八幡東区）
相生商店連盟共同組合（八幡西区）
伸清興業（若松区）

あいおい損害保険株式会社（若松区）
西日本ペットボトルリサイクル株式会社（若松区）
昭和商事石油株式会社（３店舗）
新栄石油（若松区）
有限会社ニューげんかい（若松区）
株式会社新光（３店舗）
株式会社イシマル（小倉北区）
小出油業有限会社（若松区）
福岡小松フォークリフト株式会社（小倉北区）

二島小学校（若松区）
赤崎小学校（若松区）
槻田小学校（八幡東区）
若松中央小学校（若松区）
鴨生田小学校（若松区）
港が丘小学校（門司区）
到津小学校（小倉北区）
緑ヶ丘中学校（門司区）
枝光台中学校（八幡東区）
中原小学校（戸畑区）
大里東小学校（門司区）
中井小学校（小倉北区）
広徳小学校（小倉南区）
江川小学校（若松区）
藤松小学校（門司区）
【一般団体】
赤池中学校（田川郡）
青葉小学校（若松区）
若松区第２２区自治会（若松区）
高須中学校（若松区）
中島校区まちづくり協議会（小倉北区）
向洋中学校（若松区）
牧山東まちづくり協議会（戸畑区）
深町小学校（若松区）
緑ヶ丘第２幼稚園（八幡西区）
慶成高校・秀櫻館（小倉北区）
日本赤十字九州国際看護学校（宗像市）
東郷中学校（門司区）
高須東１丁目町内会（若松区）
小倉南高校（小倉南区）
井堀校区まちづくり協議会（小倉北区）
小森江東小学校（門司区）
大谷まちづくり協議会（戸畑区）
藤木小学校（若松区）
星ヶ丘校区まちづくり協議会（八幡西区）
あやめが丘小学校（戸畑区）
武冨商店（若松区）
門司中央小学校（門司区）
本城イースト子ども会（八幡西区）
花房小学校 安屋分校（若松区） 鞘ヶ谷まちづくり協議会（戸畑区）
赤坂小学校（八幡西区）
三井ハイテック 青雲寮（八幡西区）
戸畑中央小学校（戸畑区）
マンション ミモザ（若松区）
西小倉小学校（小倉北区）
暁の鐘学園（若松区）
修多羅小学校（若松区）
西日本総合展示場 清掃部（小倉北区）
黒崎中学校（八幡西区）

【空き缶基金団体】
愛グループ（６社）（小倉北区・八幡西区）
株式会社小玉商店（若松区）
鶴丸海運株式会社（若松区・小倉北区）
株式会社ＪＴＢ（福岡市）
三井鉱山株式会社（若松区）
大東興業株式会社（若松区）
エスカル戸畑 海員会館
キョクレイ株式会社（若松区）
北九州グリーン清掃株式会社（若松区）
株式会社樫本商店（若松区）
株式会社ＵＥＸ（若松区）
株式会社花岡商店（若松区）
有限会社カワハラ通信（若松区）
平和商事株式会社（若松区）
有限会社興和鉄工所（若松区）
有限会社越元機工（若松区）
水口工業株式会社（若松区）
サンエス・エンジニアリング株式会社（若松区）
安部ガナイト工業株式会社（若松区）
東海炭素株式会社（若松区）
丸三商事有限会社（若松区）
株式会社ワシダ（３店舗）
エコタウンセンター（若松区）
コスモ石油販売株式会社（４店舗）
株式会社ヒガキ（４店舗）
北九州八幡ロイヤルホテル（八幡東区）
シーエルシータカハシ株式会社（１６店舗）
大東建託株式会社 北九州支店（八幡西区）

