
第 197号        2018年 8月 

エコにこニュース 
(リサイクルセンターニュース) 

「エコにこセンター」は多摩ニュータウン環境組合リサイクルセンターのニックネームです 
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からきだ夏祭り 
日時 8月 18日(土) 11時～16時 
会場 エコにこセンター正面広場&館内(エントランスホール) 

         

子どもも大人も楽しめるお祭りです。気軽にお立ち寄りください。 

今回も多摩市総合福祉センターで活動している啓光“えがお”と共催で開催します。 

 

主な内容 

〇ステージ 

  バンド、楽器演奏、ダンス など 

〇模擬店 

  やきそば お好み焼き からあげ やきとり かき氷 くじ など 

〇館内 

  缶バッジづくり 飲み物販売 バルーンアート など 

 

※野菜販売を予定していますが、 

天候等により中止になる場合があります。 

※小雨決行  

ただし、台風などによる悪天の場合は規模を 

小さくして館内のみで実施予定 
 

 

   館内にてチラシ配布中⇒  
    

    毎年大好評の「わたあめ無料引換券」と 

「お楽しみ抽選券」がついています。 

 

 



食器リサイクルフォーラム 

 

体験教室「Re食器に模様をつけよう」 
 

 エコにこセンターでは、食器リサイクル事業の一環として、八王子市・町田市・

多摩市の市民の家庭で不用になった陶磁器製食器の回収を行っています。今年度は

来年の 3 月 21 日までで、開館日の 10 時 30 分～16 時 30 分に対面で回収をし

ています。 

回収した食器は岐阜県の工場で砂状に粉砕され、食器などを作るための原料とし

てリサイクルされます。 

今年の食器リサイクルフォーラムでは、こうして作られた製品(Re 食器)に転写シ

ールで模様をつける体験を行います。 

回収した食器を 50%程度含有した「Re50」シリーズのフリーカップ、手つきカ

ップ、ボウル、飯碗から 1 つ選び、好みの絵柄を飾りましょう。 

  

  日時   9 月 29 日(土) 14 時～15 時 

30 日(日) 11 時～12 時 14 時～15 時 

  内容   Re50 の食器(外側)に陶芸用上絵シールを貼ります。 

       当日持ち帰ることはできません。 

       引渡しは 10 月 14 日以降になります。 

  定員   各回 10 名程度 

 費用   Re 食器の種類により異なります。 

       フリーカップ M : 900 円  L : 1100  円

       手つきカップ M : 1100 円  L : 140  0 円

       ボウル S : 800 円  M : 1200 円      L : 1300 円

       飯椀 : 1000 円 

      いずれもオリーブ色とクリーム色があります。 

 申込方法 〇電話または直接来館して申込みをしてください。 

〇できるだけ、申込時に作りたい食器を指定してください。教室当 

日、選ぶこともできますが、希望の食器がない場合があります。 

      〇1 人で 2 つ以上作ることもできますが、割引はありません。 

 注意   〇手持ちの食器を持ちこんで参加することはできません。 

       〇子ども(小学校 4 年生以下)が参加する場合は保護者同伴でお願い 

します。 

 

 

 

 

 
クールシェア活動の一環として実施します。冷房の効いた室内で工作を楽しみませんか。 

事前申込は不要です。受付時間内に直接会場においでください。 

 

おわびと訂正 
多摩ニュータウン環境組合の広報紙「たまかんニュース30号」に誤りがありましたので、訂正

します。 

 4ページ(エコにこセンターのページ)右下「陶磁器製不用食器の回収」の記事 

 回収終了日  正しくは、2019 年 3 月 21 日(木)です。(2018年 3月 21日は誤りです) 

                  大変ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ございませんでした。 



こうさくの時間 夏休み特別企画 

 

立体マグネットづくり 
 
事前申込不要で気軽に参加できる「こうさくの時間」。通年開催の“陶芸”と“ル

ームプレート”とは別に、夏休み特別企画として“立体マグネットづくり”を実施

します。クールシェアの一環として、涼しいお部屋で工作を楽しみませんか。 

おとなのみの参加も歓迎です。 

 

 日にち  8 月 10 日(金)～15 日(水)  

        13 日(月)は休館日のためお休みです。 

受付時間 13 時 30 分から 15 時 

       受付時間内にどうぞ。 

内容   裏に磁石がついている直径6㎝程度の円形の板にコルクなどを使って 

立体的な飾りをつけます。 

費用   1 人 1 個 100 円 

 注意   〇はさみを使うことができれば、どなたでも参加できますが、席が不

足する場合はお待ちいただきます。また、付添の方の着席はご遠慮い

ただく場合があります。 

      〇毎日参加することはできますが、1 日に 1 人で 2 個以上作ることは

できません。 

       

◆エコにこマーケット(エコマ)のお知らせ <8 月はお休み> 

    9 月 22 日(土)23 日(日)  10 月 20 日(土)21 日(日)
 ・・・・11 月以降も毎月実施します・・・・ 

出店希望の方は下記の「★出店について」をご覧の上、お申込ください。 

詳しくはお気軽にお問い合わせください。 
 

★出店について 
9 月<<館内 8 ブース(机またはワゴン) 館外 5 ブース(シート)>> 

10 月<<館内 10 ブース(机またはワゴン) 館外 10 ブース(シート)>> 

☆出店できる人 

 八王子市・町田市・多摩市在住の方。ただし、プロの方はお断りします。 

小学生は保護者同伴、中学生は保護者の方が申込みをしてください。1 家族 1 ブースです。 

☆販売できるもの 

 家庭の不用品 手づくり品(食品は不可) 

☆申込方法 

 開催月の 2 ヶ月前の最初の開館日から先着順受付。電話または直接事務室へ。メールや FAX で

の申込は受理できません。 

☆出店費用  

1 日 300 円 連続 2日 500 円 

※品物やお金等の管理は出店者の責任でお願いします。紛失や盗難に関してエコにこセンターでは

いっさい責任を負いません。 

エコマは、ガレージセール

感覚の小さなフリマです。 

高額の売上目的の方には

不向きです。 



清掃工場だより ★流星群観測 
 

夏も真っ盛りで厳しい暑さが続きます。夜は花火の大輪が彩り、夜空を見上げる機会も

あると思います。夜空を思うと私は「流星群」を思い起こしますが、皆さんはご存じでしょう

か？これは、地球が彗星の軌道を通過する時に、そこに浮遊する石や塵が地球へ落ちて

きて夜空に流星となって見える現象です。この流星群は郊外の河川敷や広場など、星空

が見える暗いところでしたら、どこでも見ることができます。その機会は毎月のようにあり

ますが流星の見える量は様々で、４大流星群と言われる時期の極大日は特に沢山の流

星が観測されます。その内の１つ、お盆の時期には「ペルセウス座流星群」がありますの

で、一度ご覧になってはいかがでしょうか。 

さて、この美しい夜空を守るのも多摩清掃工場の仕事でありまして、ごみを焼却した時

の排ガスを様々な機械や薬品を使い、キレイにして排出しています。また、排ガスの分析

も日々おこなっており、星空の見え方に影響する「ばいじん濃度」は２４時間、常に監視し

て良い状態を保っています。皆様には日頃のごみ分別にご協力戴いていることも、排ガス

をキレイにする事に役立っており、本当に感謝しているところでございます。 

私たちはこれからも、安心・安全な清掃工場の運転をしてまいります。 
 

******************* 多摩ニュータウン環境組合多摩清掃工場 
 

集めています!!<開館時間内にお持ちください> 

○わりばし⇒使用したものは洗ってよく乾かしてお持ちください。 

⇒外袋に入っているものは中身のみにしてお持ちください。 

⇒竹串や楊枝は対象外です。 ⇒⇒炭にします。 

○プラスチック歯ブラシ⇒使用済みの歯ブラシをよく乾かしてお持ちください。 

⇒掃除に使用したものは洗って乾かしてあれば受け取ります。 

⇒歯間ブラシ、電動歯ブラシ、天然毛の歯ブラシ等、対象外のも 

のもあります。 ⇒⇒プラスチック製品になります。 

○ワインのコルク栓⇒よく乾かしてお持ちください。 

⇒ワインの色素が染みたものでもかまいません。⇒⇒工作に使います。 
  

 

★自動ドア脇に回収ボックスがあります 

が、量が多い場合はスタッフに手渡し 

てください。                                  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

編集発行 多摩ニュータウン環境組合リサイクルセンター 
ニックネーム エコにこセンター (10 時～17 時 月曜休館) 

エコにこセンターは、八王子市・町田市・多摩市で構成する多摩ニュータウン環境組合の施設です。 

センターの運営業務は特定非営利活動法人東京・多摩リサイクル市民連邦が受託しています。   

TEL 042-374-6210 FAX 042-374-6214  206-0035 多摩市唐木田 2-1-1 

メール recycle@tama-seisokojo.or.jp  ＨＰ http://www.tama-seisokojo.or.jp  
ツイッター「タマちゃん@エコにこセンター」 http://twitter.com/econico1 

★このニュースは再生紙を使用しています★ 
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