
                            ファイバーリサイクル通信４号 ２０１７年３月 

- 1 - 

 

これまで、ファイバーリサイクル専用送り状は、

ご注文されたら、衣類等の荷物が用意できていない

場合でも、ヤマト運輸が専用送り状をお届けするこ

とにしてきました。ヤマト運輸の取扱量が多くなる

なかで、専用送り状だけをお届けすることが難しく

なりました。そこで、これからファイバーリサイク

ル専用送り状をご注文されるときは「衣類等の荷物

が用意できてから、専用送り状をご注文」いただき

ますようお願いします。ご注文から３日～４日でヤ

マト運輸が専用送り状を持って荷物の集荷に伺い

ます。 

（荷物ができてから、専用送り状を注文） 

           

 

 

ゆう＊あいショップは福岡県（６店舗）、佐賀県

（1店舗）、熊本県（１店舗）大分県（2店舗）、鹿

児島県（2店舗）の１２店舗あります。ゆう＊あい

ショップでは、地域で開催されるまつりなどのイベ

ントに参加して、ファイバーリサイクル運動の取組

みを広くアピールしながら、皆さんから届けられた

衣類の販売や、つどいなどで学習会を数多く開催し

ています。ゆう＊あいショップで出店したイベント

や学習会のようすをご紹介します。 

毎月第１日曜日に国立吉野ヶ里公園に１３０～ 

１５０台の軽トラックが集まり、トラックにて販

売する朝市です。グリーンコープの拡大チームと一

緒に、ファイバーリサイクル市を開催しました。当

日は天気もよく暑かったので、冬物が売れずに薄手

の婦人服がよく売れました。毎月参加しているので

お馴染みのお客様も増え、また販売に来られている

方々からもお孫さんにと毎月のぞきに来て頂いて

います。 

販売４８点、売上２３，８６８円。 

キープ&ショップたんぽぽ（筑後支部八女地域委

員会主催）で１３名が参加し、開催されました。フ

ァイバーリサイクル運動の座学、仕分け体験、パキ

スタンカレー試食を行いました。参加者からは、「チ

ラシを見るだけでは分からなかったファイバーリ

サイクル運動を詳しく知ることができた。」「仕分け

体験が楽しかった。」「寄付のこと伝えたい。」、との

感想が出されました。 

１２名の支部委員の方が参加されました。田島公

会堂で、秋の組合員のつ

どいでの学習会として、

ファイバーリサイクル運

動の座学、仕分け体験、

パキスタンカレー試食を

行いました。販売９７２

円。パキスタンの子ども

たちの現状に心を痛めら

れ、運動参加の意味を共

有しました。地域の自治
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体へ寄付のことを案内したいという声もあがりま

した。 

宗像ユリックス（宗像支部主催）で開催しました。

参加者は約２５０名で衣

類の受付け２４名でした。

初めて衣類の寄付を持っ

て来られる方が多く、こ

の日を待ち望まれていた

様子でした。２時間で約

２００㎏の衣類が集まり

ました。売上は３，９９

６円でした。 

復興支援１００円市として、水源団地集会所（み

なし仮説）で開催しました。みなし仮説への入居者

の方と、もともと団地にお住まいの５２名の方が来

られました。２１０点の衣類を購入され、売上は１

１０，３３６円でした。グリーンコープの復興支援

の取り組みや、パキスタンの子どもたちの支援の事

を伝えました。みなさんとても喜ばれ、まとめて何

枚も購入（特企商品が人気）されていました。 

北九州国際会議場（北九州地域理事会主催）で開

催しました。グリーンフェスタが開催され、参加者

は約１１００名、販

売額１６，６４４円、

衣類の寄付４２名、

パキスタンカレーを

約１００食販売しま

した。グリーンフェ

スタの始まりから衣

類の寄付を持って来

られる方が続きまし

た。「いいことだから、

もっと頻繁に受付を

して欲しい」との声が

ありました。お買い物、

カレーも楽しんでいただき好評でした。 

GMO フリーゾーン大会が開催かれる会場（龍登

園）でＧＣさがの組合員総会があり、開催しました。

参加者が少なかったこともあり、内部の販売会にな

ってしまいましたが、活動組合員の方々が購入して

くださいました。販売２１点 売上１１，７０８円 

くまもと地震から半年が過ぎ、ＧＣくまもとの組

合員とメーカー生産者、そしてワーカーズでまつり

を開催しました。「みんな元気で何とかやっていま

す」、「ご支援ありがとう感謝をこめて」、「みんなで

一歩ずつ前へ・・・」の想いで祭りを計画しました。 

朝からあいにくの雨模様で、心配しましたが、たく

さんの方（２０００人ほど）に来ていただきました。

午後から雨もやみ盛況のうちに終了することが出

来ました。メーカーさんのブースも終了前に完売の

ところがほとんどでした。ファイバーリサイクル市

も盛況で、たくさんの方にご利用いただきました。

来店者９８人、販売１７４点、売上６１，０６２円

でした。 

みんなのお店委員会にて内部学習会を開催しま

した。参加者１０人。パキスタンの国の成り立ちと

現状、アル・カイールアカデミーの成り立ちと現状

について報告し、ファイバーリサイクルの仕組みに

ついて説明しました。私たちとパキスタンのアル・

カイールアカデミーが事業を通してどのようにつ

ながり支えあっているか理解を深めていただきま

した。 

スイートカフェ・まーぶる（地域交流カフェ）で、

まーぶるまつりが開催されました。まつりを盛り上

げていただいたこと、屋外で展示したのでまつりの
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情宣にもなったと喜ばれました。安くて良い物が買

えてよかったと感謝されました。来店者７名、販売

９点、売上５，１８４円。 

ホークスベースボ

ールパーク筑後でく

まもと復興支援フリ

ーマーケットが開催

され、ファイバーリサ

イクル市を開催しま

した。参加者約１５００名、売上１３，７９４円。

地域のフリーマーケッ

トに初出店。販売準備

中から、目についたも

のを購入されていくの

で慌ただしく対応しま

した。ブース前を通る

人にファイバーリサイクルチラシ約１５０枚を配

り、出店の主旨を伝えました。共同購入ワーカーズ

ＡＭＴＹＩと隣ブースで、グリーンコープもアピー

ルしました。 

衣替えの時期でもあり、大博通りビル３０４会議

室を借りて開催しました。

今年一番の売上でした。

（１２９，２８１円）フ

ァイバーリサイクルの取

組みを広めることから、

今年は大博通りビルでのファイバーリサイクル市

の開催を頻繁に行いました。 

２００人以上の方が来場さ

れました。売上８８，５４２

円。１１時の開店から１５時

の閉店まで切れることなく来

客がありました。就労訓練に来られている方たちが

衣類の搬入時や販売にもお手伝いいただきました。 

今回は佐賀で開催されていたバルーン世界大会

に人をとられたかのように、お客さんがとても少な

かったです。毎月の参加です。暖かな日でしたが、

子どものオーバーコートが欲しいとの要望が聞か

れたので、１２月は持参したいと考えています。販

売３４点、売上１７，７６４円。 

清和町青葉の瀬で地域のもみじ祭りが開催。清和

有農研との生産者交流があり、ファイバーリサイク

ル市とコーヒーの販売をしました。来店者３５名、

販売３５点、売上２０，１９６円。４年続けて出店

しているので顔なじみも出来ています。毎年楽しみ

にしておられ、グリーンコープの活動についても話

が出来ました。ステージでアピールの時間もいただ

き、グリーンコープのファイバーリサイクルの活動

についてお話しました。その趣旨に賛同して、「じ

ゃあ何か買いましょう」と協力される方もいらっし

ゃいました。 
 

復興支援１００円市として、小池・島田仮設住宅

集会所（３４戸）で開催しました。４２名もの方が

購入されました。販売１２３点、売上６０，９７２

円。短い時間でしたが、みなさん待っていてくださ

り楽しそうに見ておられました。「何も持ち出せず

に避難してきたので本当に助かります」といってく

ださる方、「女性は洋服を見るのが楽しみなので今

日は本当に気分が晴れました」といわれる方もいら

っしゃいました。復興市がいろんな意味で、みなさ

んのお役に立っている事を実感しました。 
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今年で３回目の参加です。地域のお店の感謝祭で

の販売で、１１日にはお店の方々から沢山の衣類の

ご寄付もいただきました。運動をしっかり理解して

いただき協力していただいています。リフォームの

相談等に来られたご年配の方や従業員の方など、購

入していただきました。「去年ここで買ったのよ」

と言ってくださった方などいろいろな方へお店の

アピールもあわせて出来て良かったです。１１月１

２日販売２４点、売上１６，３０８円、１３日販売

２３点、売上１３，７１６円。 

本田技研グラウンドで大津からいもフェスタが

開催されました。地域の組合員、専従、共同購入ワ

ーカーズで、組合員拡大の情報獲得（ガラポン抽

選・びん牛乳の試飲）をしました。グリーンコープ

のブースを盛り上げ、ファイバーリサイクルについ

てもアピールしました。来店２１名、販売３７点、

売上１２，４１４円。 

学習会、仕分け体験、パキスタンカレーの試食を

しました。写真を見ながらパキスタンの学校のこと

などを聞き、涙が出るくらい衝撃を受けたとの感想

を聞きました。運動のことを詳しく知ることができ

てよかったとのことでした。 

復興支援１００円市・災害支援センターの食器類

の販売として、テクノ仮設住宅（５００戸）集会所

で開催しました。１６５名もの方が購入されました。

販売４９８点、売上２０６，２０６円。大きな仮説

住宅団地の集会所での復興秋祭りに参加しました。

組合員さんの手作りカレーとファイバーリサイク

ル１００円市で、みなさんに喜んでもらえたと思い

ます。大盛況で、何度も見に来て買われたり、お友

達に教えてあげるといって、一緒に来られたり、１

人何点も買っていかれていました。本当に１００円

でいいのか？といわれるので、グリーンコープの震

災支援とパキスタンの子供たちの事をお話してお

互いに助け合いです、と安心していただきました。 

 ＧＣおおいた主催の「グリーンマルシェ」（大分

いこいの道芝生広場）に出店しました。まつり参加

者は述べ２０，０００

人。売上２５，９０８

円。 

今回は初の試みで、

衣類の寄付を受け付け

ることにしました。事

前に組合員さんにお知

らせを配布して、当日会場に３人の方が持ってきて

くれました。ファイバーリサイクル運動のチラシと

ＧＣおおいたで作った

チラシをセットにして

配りました。組合員外

の方も多く来店され、

ファイバーリサイクル

運動の取り組みを説明

すると、ぜひ衣類を持

って行きたいと言われる方もいて、一般の方への広

がりの可能性を感じました。 

ＧＣさがでは、ファイバーリサイクル学習会を、

全１１地区で開催しています。この日は１０回目で、

唐津の西地区会のファイバーリサイクル学習会で

す。地区委員７名、事務局１名が参加、講師はゆう

＊あいショップ本庄店の松尾篤美さんです。 

松尾さんは２０１５年７月にパキスタンのア

ル・カイール アカデミーを訪問されました。学習

会ではその訪問時の話を交えながら、グリーンコー

ファイバーリサイクル学習
会を取材しました 
（１０月３１日唐津市にて） 
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プのファイバーリサイクルの取り組みのお話をさ

れます。また、委員さんに衣類を持参いただき、「仕

分け」を実際にやっていただいて衣類の流れを理解

する、そして最後にパキスタンカレーを味わってい

ただきます。 

ファイバーリサイクルの取り組みについて 

学習会は、「ファイバーリサイクルと聞いてどん

なことを思いますか」という松尾さんの話から始ま

ります。「グリーンコープとしての取り組みは２０

０６年からで、

当初は千葉の

ＪＦＳＡに送

っていたが、近

くに衣類を送

る拠点が欲し

いということ

で、２０１０年１０月に福岡の多の津に現在のファ

イバーリサイクルセンターができた。」 

「ファイバーリサイクルには３つの目的がある。 

①就労支援、②パキスタンの子育て支援、③衣類の

リユースである。」 

松尾さんは大きな写真を見せながら話をされます。 

「①就労支援につ

いて。抱樸館福岡

が近くにあるので、

入居者の自立に向

けた就労支援であ

る。７２種類に分

けて、ベールと言われる梱包にしてパキスタンに送

る。支援員が寄り添って支援する。また青果リパッ

クやカタログ回収の運搬、りすの森保育園の食材を

運搬する仕事もある。そういうことを通じて生活の

リズムを取り戻すことになる。“明日仕事があるの

で”ということを考えられるようになる。それらを

通じて人と人のつながりも考えられるようになる。

これまでに１００人

以上が就労支援を受

けて社会に旅立って

いる。生活保護を受け

たり働いたりして自

活をしている。」 

「②パキスタンの子育て支援。これを、国境を越え

た子育て支援としてパキスタンのアル・カイール 

アカデミーを支援している。スラム街の子どもたち

は学校に行けないし、仮に行っても１０歳になると

働くために学校をやめる。そこで無料で行ける学校

をムザヒル校長さん

が作った。１９８７年

のことである。学校に

は５歳から１４歳の

子どもが通う。アル・

カイール アカデミー

の子どもたちは成績も全国平均より随分良いそう

である。通常学校は午前中だけの場合が多いが、ア

ル・カイール アカデミーは授業が午前の部と午後

の部に分かれている。これは子どもたちが仕事をす

ることが当たり前の中で、午前に学校に行き、午後

仕事をする、あるいは逆に午前中は親の仕事を手伝

って午後学校に行くということができるようにし

ているからだそうだ。アル・カイール アカデミー

への入学希望は

毎年７００人く

らいいるが、貧し

い家庭の子を優

先して２００人

くらいが入学す

る。」 

「本校はスラム街にある。一方通行でないような教

育をしている。朝礼では先生がお話をするが、子ど

もたちからの意見も聞くようにしている。子どもた

ちは“パソコンが欲しい”“図書館が欲しい”、また

女の子からは“遊ぶ場が欲しい”ということが出さ

れ、実現している。ただし、予算との関係で図書館

の本は、路上で不用品を集めて本を買おうとしてい

るそうだ。また女の子は外で遊べないので、囲いが

された遊び場が作られていた。」 

「２つの分校はゴミ捨て場に作られている。すぐ近

くにゴミの山があり時々火がつけられるので、その

時はとてもマスクなし

でいられない状態であ

る。水道も電気もない。

ハエもすごいので先生

はこの分校に来るのを
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嫌がる。それで少し高い給与を支払っている。女の

子にとっては特に兄弟の子守は大切な仕事である。

そこでそういった子どもたちが学校に来られるよ

うに一緒に弟や妹を連れて来られるように幼児ク

ラスができた。」 

「このアル・カイール アカデミーを支援するため

に日本から衣類を送っている。カラチは衣類が集ま

る場所で、ここに古着商が

いる。この古着商が小売り

の店に古着を売る。コンテ

ナは中に入っている品目と

誰が送り出したかによって

評価が決まる。グリーンコ

ープから送った荷物は高い

評価を得ているということ

だ。この買い取った価格から運賃や経費を差し引い

た金額がアル・カイール アカデミーの学校運営に

生かされるということである。この活動を継続する

ためにも皆さんの力をお借りしたい。」 

「③衣類のリユースについて。提供された衣類の８

割をパキスタンに送り、２割を国内で販売している。

衣類のリユースのことは実際に仕分けをしながら

学びましょう。」 

ということでテーブルを片づけ、皆さんが持ち寄っ

た衣類を広げます。 

一次仕分け二次仕分け 
 

皆さんが持ち寄った衣類を、まず紳士物・婦人

物・子供用に分けます。 

それから二次仕分けの体験です。国内販売できる

ものできないものに分けて行きます。襟ぐりの汚れ

はダメだそ

うです。ま

た「皆さん

は毛玉はど

こまで許容

できますか」

と具体的に

見て行きま

す。毛玉は毛玉取りである程度は処理して販売でき

るそうです。慣れてきたので自分たちで「これは国

内用」「これはパキスタンに送る」というように進

めていきます。「少しシミがあるよ」「それくらいだ

ったら大丈夫」というやり取りをしていきます。 

以上で仕分け体験は終了です。 

パキスタンカレーの試食 

松尾さんがあらかじめ用意したパキスタンカレ

ーとご飯をつぎ分けて行きます。 

鶏ミンチ、玉ねぎ、チキンコンソメ、グリーンコ

ープのスパイスセットを使うそうです。 

玉ねぎを炒めるのに３～４０分かかるそうです。

松尾さんはいつ

もこの学習会で

はパキスタンカ

レーを用意され

るそうで、人数

が１５人くらい

と多い場合は大

変だそうです。 

パキスタンカレーを食べながら説明や質問が続き

ます。 

Ｑ学校が増えていますよね。 

分校が増えているようですね。入学希望者が多い

そうです。 

Ｑ食事はちゃんと出来ているのでしょうか。 

ゴミ捨て場にも１週間に１度市が立つようです

ので買うことはできます。でもゴミの中の有価物

を拾い出すような生活ですからそんなに良い食

事をできていないと思います。 

参加者に感想をお聞きしました。 

・ファイバーリサイクルが始まった時は何回か学習

会で話を聞く機会があった。久しぶりに聞くと規

模も大きくなって衣類も送りやすくなった。量も

たくさんになっている。積み重ねが大切であると

思った。衣類の状態もちょっとだけ一人一人が気

を付けて良いものを寄付する形で広がっていけ

ば大きな力になると思った。 

・初めてお話を聞いた。衣類はてっきり学校関係者

が着るために送ると思っていた。古着商に売ると

いうのを聞いて、私たちの取り組みがお金の支援

につながっていることが分かった。聞かないと分

からないことである。少しでも高く売れるように

金額を上げるように良いものを送りたい。今日は

この話がきけて良かった。 
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お送りいただきたい衣類など 
衣類は国内もしくはパキスタンで「着るもの」として販売します

ので、日本のフリーマーケットで売られている程度のものをお願い
します。中古品を送る場合、必ず洗濯をお願いします。もちろん新
品大歓迎です。 

●男性用衣類 

上衣 
・ズボン（長ズボン、短パン、ス
ウェットパンツ） 

・Ｇパン 
・カッターシャツ（長袖、半袖） 
・カジュアルシャツ（長袖、半袖） 
・ポロシャツ（長袖、半袖） 
・Ｔシャツ（長袖、半袖） 
・トレーナー 

・セーター 
・スーツ（上下セットのみ、
ネーム入り可） 

・ジャンパー 
・ジャケット（スーツの上
着のみは不可） 

・ベスト 
・コート 
・ネクタイ（新品に限る） 

下着 
・半袖シャツ 
・ランニング 
・ブリーフ 
・トランクス 

・長袖シャツ（新品に限る） 
・靴下（新品に限る） 
・パジャマ（新品に限る） 

男性衣類で受付できないもの 
・作業着 ・スーツの上着 

●女性用衣類 

上衣 
・Ｇパン 
・ズボン（長ズボン、スウェット
パンツ） 

・ブラウス 
・カッターシャツ（長袖、半袖） 
・カジュアルシャツ（長袖、半袖） 
・Ｔシャツ（長袖、半袖） 
・トレーナー 

・セーター 
・ジャケット（スーツの
上着のみは不可） 

・ジャンパー 
・ベスト 
・コート 
・ワンピース 

下着 
・ブラジャー（中古も可） 
・ガードル（中古も可） 
・ボディスーツ（中古も可） 

・これ以外の下着（ストッキ
ング・靴下・ショーツなど）
は新品に限る。 

ねまき 
・パジャマ（新品に限る）※ネグリジェは不可 

女性衣類で受付できないもの 
・スカート・キュロット・ス
ーツ（上下とも）は受け付
けていません。 

・ブラジャー・ガードル・ボ
ディスーツ以外の下着は新
品に限る。 

●子ども用衣類 
・新生児～120ｃｍ（新品・中古とも受け付けています） 
・120～160ｃｍ（新品に近いものを受け付けています） 
・下着類 
・布おむつ・おむつカバー 

●衣類以外 
・毛布 
・タオルケット 
・シーツ 
※布団・マットレスは不可 

・布地（２ｍ以上のもの、反
物可、ハギレ不可） 

・テーブルクロス 
・カーテン・レースカーテン 
・タオル・バスタオル・ハン
ドタオル 

・ハンカチ（中古も可） 

・スカーフ、ストール、マフ
ラー 

・エプロン（新品に限る） 
・ベルト 
・靴（学校上履きは不可） 
・バッグ・リュック（ランド
セルは不可） 

・財布 
・ポーチ 
・手袋 
・帽子 
 

●和服類 
・和服・帯（正絹・麻・綿のみ。ウール・化繊は不可） 
・ゆかた（ねまきは不可） 
・和装小物（帯〆・帯揚・帯留め・バッグ等） 
※和服類は国内でそのまま販売しますので、シミ・汚れのある
ものは不可 

●受付できないもの 
・制服、事務服、作業着 
・スキーウェア 
・柔道着 
・ガウン 
・学校上履き 
・水着 

・ねまき（パジャマは新品に限る。
その他のねまきや中古のパジャ
マは不可） 

・布団・枕・クッション・マット
レス類 

※未使用切手・ハガキ、書き損じハガキ、プリペイドカード、 
テレホンカード等も受け付けています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

※この時点で６００円
が請求されます。 

１、衣類等の荷物を用意してください。 

お届けする専用送り状に
は、ファイバーリサイクルセ
ンターの宛先情報と、申込者
（組合員の住所や氏名）が印
字されています。 
貼付するだけです。 

４、ファイバーリサイクルセンターに荷物が納品され

ます。 

上記で説明の「ヤマト便の送り状システム」が使えま

す。ファイバーリサイクルセンターにお申込みくださ

い。お支払いは後日お送りする郵便振替用紙でお願いし
ます。 

それ以後の仕組みは、上記の「グリーンコープの組合

員の場合」と同様です。 

３、ヤマト運輸からご自宅にファイバーリサイクル専

用送り状を持って荷物の集荷に伺います。 
お届け（申し込みから数日で） 

２、専用送り状の申し込み 
 ９９８８ で申込み 

 

送り方 
（専用送り状代金 600 円は自己負担です） 

グリーンコープ組合員の場合 

ヤマト運輸がご自宅まで集荷にお伺いします。 

 

梱包の仕方 
（１個６００円の送料がかかります） 

二重にしたポリ袋、または紙袋に入れ、ひもで十字に
しばってください。 

重さ：２５ｋｇ以内 

大きさ：タテ＋ヨコ＋高さ＝１６０ｃｍ以内 

※段ボールには入れないでください。段ボールだとフ

ァイバーリサイクルセンターで荷崩れを起こしま
す。 

 
グリーンコープのエリア以外にお住いの皆様 

宅配便を使ってお送りください。 

宅配便の会社はヤマト運輸でもそれ以外でも構いませ

ん。それぞれの宅配運賃は出荷される皆さんの自己負担と

なります。 

ファイバーリサイクルセンター、ゆう＊あいショップへの持ち込み 

直接持ち込みも受け付けています。ファイバーリサイク

ルセンターもしくは、ゆう＊あいショップにお問い合わせ

ください。 

グリーンコープの店舗組合員、グリーンコープのエリア

にお住いの組合員でない方 
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賛助会員を募集しています。 

会費は年間２０００円です。 

賛助会員には、ファイバーリサイクル通信をお届けします。 

 

賛助会員のお申し込みは、 

共同購入申込書の９０２０で申し込みください。 

申し込みいただいた月の商品代金と一緒に一括し

て引き落としとなります。 

賛助会員は一度お申し込みいただくと毎年更新されま

すので新たに申し込みいただく必要はありません。（グリ

ーンコープの共同購入組合員の場合） 

 

賛助会員のお申込みは、 

下記のファイバーリサイクルセンターに電話をいた

だけば郵便振替用紙を郵送させていただきます。 

会費２０００円は、郵便振替でお振込みください。 

ファイバーリサイクル賛助会員募集中 

ファイバーリサイクル賛助会員と会費について  

グリーンコープの共同購入組合員 

一般の方、グリーンコープの店舗組合員 

ファイバーリサイクルセンター 
〒811-2312 
福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原字鹿田８０８－４ 

ファイバーリサイクルセンター 
電話 092-623-0294 

お送りいただいた衣類の量と人数の推移 

ゆう*あいショップの案内 
 ショップ名 住所 電話番号 運営主体 営業日 営業時間 

福岡県 
センター内 

ショップ 
福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原字
鹿田８０８－４ 

092-623-0294 ※ＦＲＣ 月～金 １１：００～１７：００ 

福岡県 香 椎 店 福岡市東区香椎駅前２丁目５２
－１セピアテラス西鉄香椎２階 

080-1530-8955 ※ＦＲＣ 
月～土（月曜日

の祝日休み） 
１０：３０～１７：３０ 

福岡県 藤 崎 店 福岡市早良区高取１丁目３－２
５ 

092-845-3331 ＧＣふくおか 月～土 １１：００～１７：００ 

福岡県 ひまきの店 福津市日蒔野１丁目１５－２－ 
１０３号 

0940-62-6006 ＧＣふくおか 火～土 
１１：００～１８：００ 
（土曜は１５時まで） 

福岡県 下 月 隈 店 福岡市博多区東月隈３丁目３－
９ 

092-504-6100 ＧＣふくおか 火～金 １１：００～１８：００ 

福岡県 のぼり町店 福岡県春日市昇町３丁目５２番 092-501-0520 ＧＣふくおか 水～金 １１：００～１８：００ 

佐賀県 本 庄 店 佐賀市本庄町本庄５７５－４ 0952-27-3177 ＧＣさが 月～土 
１１：００～１８：３０ 
（土曜は１７時まで） 

大分県 自由自在店 大分市大字寒田４１５－１ 097-569-5929 ＧＣおおいた 月～土 １０：００～１７：００ 

大分県 高 城 店 大分市高城西町３２－３６ 097-535-7054 ＧＣおおいた 月～土 １０：３０～１７：３０ 

熊本県 三 里 木 店 菊池郡菊陽町津久礼２９７２－
３３ 

096-233-3741 ＧＣくまもと 月～金 １０：００～１８：００ 

鹿児島
県 

谷 山 店 鹿児島市東谷山７丁目２５－７ 099-263-3335 ＧＣかごしま 毎日 １０：００～１９：００ 

鹿児島
県 枕 崎 店 枕崎市港町２２ 0993-73-5878 ＧＣかごしま 火～金 １３：００～１８：３０ 

※ＦＲＣは、ファイバーリサイクルセンターの直営です。 

年末年始などの休みは、それぞれのお店に直接ご確認ください。 
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重量（トン） 人数（右目盛り） 
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重量（トン） 

人数（右目盛り） 

昨年７月～今年１月までに衣類をお送りいただいた人数
と量 

年度ごとの推移 

１月末日現在の累計重量３５９，０３５ｋｇ 
延べ人数３５，２９７人 

賛助会員１０４６名 
（２０１７年１月３１日現在） 


