
2021 年 エコにこニュース      

 
「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 

お知らせとお願い 
・当面の間、10時開館 15 時閉館です。変更の場合はホームページ等でお知ら

せします。 

・館内の休憩ベンチでは、水分補給以外の飲食はご遠慮ください。 

・ご来館の時はマスクの着用をお願いします。 

・出入口での手指消毒をお願いします。 

・体調が悪い時はご来館を控えてください。 

・社会状況等により講座やイベントが中止になる場合があります。 

 

こどもとうげい教室 
エコにこセンターでは家庭で不用になった陶磁器製食器を回収しています。回収し

た食器は岐阜県の美濃焼産地で再び食器などに生まれ変わります。また、一部はリサ

イクル陶土として陶芸家や陶芸教室で利用されています。 

 エコにこセンターでもリサイクル陶土を使った陶芸体験を実施していますが、今年

度は新規事業として「こどもとうげい教室」を実施します。 

 作陶できるのはこどものみ。センタースタッフといっしょに食器リサイクルについ

て学びながら作品を作りましょう。 

対象  小学生または中学生 5 名程度 

ただし小学校 3 年生以下は保護者同伴(保護者は作陶できません)  

申込み 各回開催日の 2 ヶ月前の最初の開館日から電話または窓口にて先着順受付 

小学生は必ず保護者の方が申込みをしてください。 

費用  500 円 

注意  ・作陶できるのは申込みをした子どものみです。 

・同伴できる保護者は 1 名のみ。きょうだいなどの同行は不可。 

    ・1 週間前までに申込者が 1 名の場合は中止になります。 

開催日 時間は各日 13 時～14 時 30 分(終了時間は予定) 

・6 月 19 日(土) 「お花のペン立て」を作ります 

    ・11 月 13 日(土) 「トラの土鈴」を作ります 

    ・2 月 13 日(日) 「こいのぼり」を作ります 

親子陶芸体験教室は

8月・12月に開催を予

定しています 

2022年 4月で 

エコにこセンターは 20歳になります 

 第 230 号 

★☆★このニュースは再生紙を使用しています★☆★ 

 



2021 年度エコにこ 3R 講座について 
 

エコにこ 3R 講座は事前申込みが必要な講座です。申込み開始日は開催月の 2 ヶ月

前の最初の開館日です。どの講座も見学はお断りしていますが、連続講座ではないた

め、まずは体験してみてください!! 

今月号では 4 月から 6 月開催講座をお知らせします。(年間予定表はエコにこニュ

ース 3 月号、講座ごとのチラシは館内で配布していますのでご覧ください。ホームペ

ージでも見ることができます) 

なお、4 月は 2 月 2 日から、5 月は 3 月 1 日から参加申込みを受付けているため

すでに定員に達している講座もありますが、キャンセルが出る場合がありますので気

になったらお気軽にお問合せください。 

 

〇さき織り体験教室 

 横糸にひも状に裂いた布や毛糸を使って織物を作る体験です。作品はそのまま利用

するほか、自宅でバッグや服などに仕立てて楽しむ方もいらっしゃいます。 

 開催日時 

  4/1 4/8 4/15 4/22 

  5/6 5/13 5/20 5/27 

  6/3 6/10 6/17 6/24 

     すべて木曜日 

 費用  

  1000 円 

 

 ♥初めて参加する人対象の優先ワクがあります。 

 

〇T シャツぞうり教室 

 伸縮性のある T シャツの生地を使って布ぞうりを作ります。デザインにこだわるの

ではなく作り方を覚えることを目的にご参加ください。講座では必ず T シャツの生地

を使いますが、作り方を覚えれば自宅にある布を使って、時間を気にせずにぞうりづ

くりを楽しむことができます。素足に気持ちの良い布ぞうりづくりに挑戦してみてく

ださい。 

開催日時 

 4/14(水) 5/18(火) 6/15(火) 

 いずれも 12 時 30 分～14 時 30 分 

 

費用  

 700 円  

 

♥古い T シャツがない場合は新品の T シャツを購入せず、センターで用意してあ

る材料(300 円)を利用してください。 

時間 10 時 30 分～12 時 30 分 

   12 時 30 分～14 時 30 分 

    (下線の日にち) 



〇お花の教室 

空きびんや使わない食器などを花器に使い、季節の花を生けます。毎回花材が異な

ることや身近な容器を花器として使う楽しさがあり、通年参加の方も多くいらっしゃ

います。花器は毎回指定のものを使いますが、センターで借りることもでき(1 回 100

円)、気軽に参加することができます。花のある暮らしを楽しみましょう。 

開催日時 

 4/9 4/23  カップ＆ソーサー3 組 

 5/14 5/28 湯飲み 

 6/11 6/25 10 号の鉢皿 

   すべて金曜日 12 時 30 分～14 時 30 分 

 

費用 

 1200 円 

 

♥5 月の「湯飲み」はセンターで用意します。別途費用はかかりませんが、持ち 

帰りはできません。 

 

〇おとなのための工作教室 

さまざまな素材で作品を作ります。スタッフといっしょに手作りの楽しさを味わっ

てください。 

開催日時 

 5/26 あじさいの小物入れ(陶芸) 

 6/23 モザイクアート 

   すべて水曜日 10 時 30 分～12 時 30 分 

 

 費用 

  500 円 

 

♥6 月のモザイクアートは食器の破片を木枠の中で組み合わせて壁飾りやコース 

ターを作ります。 

 

 

●事前申込みなしで参加できる「こうさくの時間」もあります● 
受付時間内に会場へどうぞ。作品を作る人(子どもに同伴した保護者除く)以外は入室できません。 

※満席の場合 :  順番待ちの方が 10 人を超えた時は受付をお断りすることがあります。 

☆開催日時 

   こうさくの時間“工作” 4/11(日) 5/8(土) 6/13(日) 

   こうさくの時間“陶芸” 4/17(土) 5/4(火) 6/20(日) 

      いずれも 受付時間 10 時 30 分～12 時 

 ☆費用など     

“工作”1 人 100 円 会場内の材料を使い 1 作品を作ります。一部有料の材料あり。 

“陶芸”1 人 200 円 1 人 150ｇの Re 陶土で 1 作品(組作品は不可)をつくります。 

♥いずれもスタッフは在室しますが、作り方などていねいな指導は行いません。 



清掃工場だより  
桜が咲き始め、穏やかな春の日差しを感じられる季節となりました。 

この時期は、引っ越しなどの身辺整理で何かとごみが増える時期だと思います。 

 ごみをしっかりと分別・減量していくため、私たちの環境に対する「意識」を変えていくことが

何よりも必要であると感じます。しかし、一体どうしたら自分自身の意識を変えることができる

のか、イメージ出来ない方が多いと思います。 

 私自身は、多摩清掃工場に勤め始めてから、少しではありますが、環境に対する意識が変

わってきたなと感じています。なぜなら、現場を知ることができたからです。ガタンと聞こえる

ごみの処理音、鼻の奥まで行きわたるごみの臭い、そして懸命に作業されている現場の

方々。このような現場の雰囲気を通して、私は、ごみの処理がどれほど大変な事なのか実感

できました。 

 その結果、私は、ごみを捨てる前に、一度「本当にその捨て方で良いか、まだ使えるものは

ないか」と考える習慣がつくようになりました。 

 皆さんも、多摩清掃工場に見学にお越しいただければ、現場を見ることで、きっと自分自身

の意識の中に何か変化があると思います。是非、見学にお越しください！ 
******************************  多摩ニュータウン環境組合多摩清掃工場 

🔌こでん診療処 (協力 G.koden)  

 家庭で使っている小型家電の不具合について相談を受けています。話している間に

直ってしまうこともありますが、「修理屋さん」ではありません。 

 開催日(4 月～6 月)と時間 

   4 月 7・21・28 日  5 月 12・19 日 6 月 2・9・16・30 日    

 いずれも水曜日 13 時～14 時  

事前予約不要 時間内に直接会場へ。 

お知らせを  で配信 エコにこメール部にぜひ登録してください!! 

エコにこセンターから、月に 2～3 回程度メールが届きます。ご希望の方は必要事

項をメールで送って登録してください。 

申込先メールアドレス recycle@tama-seisokojo.or.jp 

・件名→メール登録 ※必ず件名をつけてください。 

・本文→名前(ニックネーム可)、住んでいる自治体名(八王子市在住など) 

送信メールとは別のアドレスで受信したい場合は受信希望のアドレス 

メール受信後に登録確認メールを送信。1 週間程度過ぎても返信が届かない場合はご

連絡下さい。 

 

 

 

 

 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～15 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 https://www.tama-seisokojo.or.jp  
ツイッター「タマちゃん@エコにこセンター」 https://twitter.com/econico1 

 

わたしはエコにこセンター広報担当特別スタッフ“ねんちゃん”です。 

「ねんちゃんコラム」をときどき(毎月ではありません)書きます。 

来月は名前の由来について書きます。読んでくださいね。 
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