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（１日１人当たりのごみ量）

ごみとして出す
前に、分別して資
源物になるかどう
かを確認するなど、
ごみの減量に取り
組みましょう。
例えば、白色トレイは１枚で約５～
８ｇあります。店頭で回収している店
もありますので、分別して出してくだ
さい。

海岸線清掃活動をする「クリーンアップむな
かた」の９月までの清掃状況を紹介。
【９月】▽参加人数＝91人
▽収 集 量＝１９５袋
【累計】▽参加人数＝７,８０１人
▽収 集 量＝１万７,７０３袋
＊活動は、毎週日曜日9：00から約１時間
（雨天中止）
【集合場所】釣川河口両側海岸、鐘崎深浜海岸
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分別することで
ごみ量を減らしましょう

家庭の燃やすごみ量の推移

海岸を散歩しながら
ごみ拾いをしてみませんか
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■問い合わせ先
生活環境課 ☎（36）１４２１

●宗像市食生活改善推進会・赤間地区の
田中礼子さん（写真左）と間宮道子さん
マイバッグはいつもかばんの中に折り畳
んで入れています。車の中にも常備してい
るので、マイバッグを忘れることはありま
せん。豆腐や魚などの水分が多いものや、
においが気になるものは、小さなバッグに
入れてから、大きなバッグに入れるなどの
工夫をしています。
スーパーのレジで並んでいると、マイ
バッグを持参されている人が多くなったと感じます。買い物に行く時は ｢マ
イバッグ持参｣。これが常識と思っています。

などを学習しています。
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市では、レジ袋を削減するため、市内スーパーなど
の事業者や市民の会と ｢宗像市レジ袋削減懇談会｣ を
立ち上げ、低炭素化社会、３Ｒ循環型社会の構築を目
指しています。マイバッグ持参をさらに推進するため、
実際にマイバッグを使っている人や、事業者の声を紹
介します。

■問い合わせ先 生活環境課 ☎（36）１４２１

水 辺 教 室 の 案 内 役 は、 先生から受けました。
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●エフコープ自由ヶ丘店の高田耕次店長
10月１日からレジ袋の無料配布を中止しています。
｢限りある資源を大切に使うため、無駄なレジ袋を使
わない｣ ｢環境に配慮した暮らしを目指すきっかけづ
くりにする｣ という目的です。
マイバッグを忘れたお客様には、マイバッグを貸
し出していますので、自由に使ってください。また、
ごみ箱などで使う袋にレジ袋を使わないように、新聞
紙を利用して作ったものも、店内に準備しています。
限りある資源ということを再確認して、買い物籠
を使っていた昔を思い出してほしいですね。
釣川の源流でオカリナとキーボードの
演奏に合わせて歌う河東小の子どもたち

マ イ バ ッ グ を持って
買い物に行こう
10
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