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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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毎月第 4 土曜日と翌日の日曜日に各日最大 13 ブースで開催しているエコにこマ
ーケット「エコマ」。10 月のみ第 3 土曜日と翌日に各日最大 20 ブースで開催し
ます。
ガレージセール感覚のアットホームな小さなフリマ。ぜひ、遊びに来てください!!

日時

10 月 20 日(土)21 日(日)
10 時～15 時
予定区画

各日最大 20 ブース

会場 エコにこセンター館内・正面広場
★出店希望の方はお問い合わせください。

11 月 24 日(土)25 日(日) 12 月 22 日(土)23 日(日)開催分も受付中
<館内 8 ブース(机またはワゴン) 館外 5 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。

10 月 21 日(日) 10 時～15 時開催の

「たまかんフェスタ」に参加します。
会場

多摩清掃工場ストックヤード

ステージ、模擬店、見学会など、お楽しみプログラム満載の多摩清掃工場のお祭
りです。エコにこセンターもテント出店します。来てね!!
その 1 ぬりえ
子どもが対象です。タマちゃん・ねんちゃんに
色を塗って壁飾りにしましょう。

その 2 人力発電体験
粗大ごみとして多摩清掃工場に運ばれた
健康器具等を利用してつくりました。
音楽を鳴らしたり、ライトをつけたりし
ましょう。

たまかんフェスタでは、おなじみ
の人力発電です。

その 3 プラスチックハブラシ・わりばし・ワインのコルク栓の回収
会場内のエコにこセンターテントにお持ちください。
簡単なアンケートにご協力いただいた方にプレゼントを差し上げます。(対象は、
たまかんフェスタ当日、テントにお持ちいただいた方のみです)

継続開催します

「Ｒｅ食器に模様をつけよう」
こうさくの時間“陶芸”で体験できます。
9 月下旬に開催した「Re 食器に模様をつけよう」と同様の内容の体験を「こうさ
くの時間“陶芸”」でできることになりました。
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
2019 年 3 月 21 日が最終日)
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。
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です。原料に回
収した食器を 50%程度使用している「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、好みの絵柄の食器を作ってみませんか。
使用する Re50 の種類と費用は下記の表のとおりです。
種類
サイズ(ｍｍ)
費用(円)
フリーカップ M
φ84×H72
900
フリーカップ L
φ100×H85
1100
手つきカップ M
φ84×115×H72
1100
手つきカップ L
φ100×127×H85 1400
ボウル S(容量 210ml) φ98×H58
800
ボウル M(容量 360ml) φ115×H67
1200
ボウル L(容量 470ml) φ130×H75
1300
飯碗
φ115×H55
1000
※いずれもオリーブ色とクリーム色があります。
参加方法
注意

こうさくの時間“陶芸”に準じたルールですが、下記の「注意」を
よくお読みください。
〇特定の食器を作りたい場合、2 つ以上作りたい場合は事前に電話
で在庫確認および予約をしてください。
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。
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。

こうさくの時間“陶芸”
回収した食器を 20%程度含むリサイクル陶土を使用。１人１５０ｇの陶土で 1 作品
を自由に作ります。事前予約不要。受付時間内に直接会場までどうぞ。陶芸の専門家に
よるていねいな指導はありませんが、陶芸好きスタッフが在室しています。
10/6(土) 11/4(日) 12/2(日) 1/13(日) 2/23(土) 3/30(土)
受付時間 13 時 30 分～15 時
会場 2 階多目的室
費用 1 人 200 円
作品の引渡しは、約 1 ヶ月後になります。

清掃工場だより

『ありがとう！25 周年』
多摩清掃工場は、昭和 48 年４月に多摩市が暫定管理者となって工場の運転を開始し
ました。その後、多摩ニュータウンの開発に伴い、平成５年に八王子市、町田市、多摩市
の３市によって構成される一部事務組合、「多摩ニュータウン環境組合」が設立されまし
た。
そして今年度、組合設立 25 周年を迎えました。地元住民の皆様をはじめ、構成市、関
係機関の皆様の格別なるご理解とご協力を賜りましたこと、改めて御礼申し上げます。
組合設立 25 周年の節目にあたり、先般９月 22 日（土）には地元自治会等の役員の方
にお集まりいただき、ごみ処理区域の再編や地域交流事業などについて意見交換をさせ
ていただきました。来年度以降も引き続き、地元の皆さんとの積極的な交流、情報交換を
進めて参りたいと考えております。
また 10 月 21 日（日）に開催されます地域交流事業「たまかんフェスタ」の開催に先立ち、
記念式典を開催する予定です。また、25 周年を記念して、組合の広報スタッフである「タ
マちゃん」の着ぐるみを作成しました。「たまかんフェスタ」の開会式でお披露目を行いま
す。
この「タマちゃん」の着ぐるみは、組合のイベントはもちろん、構成市の環境イベントにも
参加して、交流を図っていきます。11 月には八王子市北野清掃工場で行われる「あった
かホールまつり」に、来年 1 月にはパルテノン多摩で行われる「多摩エコフェスタ 2019」に
参加予定です。
元号が変わっても、多摩清掃工場は地域の皆さん、構成市との交流を深め、環境にや
さしい安全安心な清掃工場としての取り組みを一層進めて参ります。どうぞよろしくお願い
します。
多摩ニュータウン環境組合多摩清掃工場

タマちゃんといっしょに活動していきます。
わたしの名前は“ねんちゃん”
2018 年 3 月発行のエコにこニュース 191 号で、「現在のおし
ごと 食器リサイクル専属広報スタッフ」と紹介したねんちゃん。
タマちゃんが多摩ニュータウン環境組合全体の広報担当スタッフと
して活動することになったため、エコにこセンターの広報活動はね
んちゃんを中心に行うことになりました。
もちろん、タマちゃんにサポートしてもらいながらの活動です。
ねんちゃんの紹介は２００号から毎号掲載していきます。

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★

