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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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激安シールでお出迎え 

“エコにこバーゲン” 
毎日大特価でリユース品を販売しているエコにこセンターが、超バーゲン価格に挑戦し

ます。欲しいものに「激安シール」が付いていたらラッキー!! 

 

開催期間 

2019 年 3 月 22 日(金)～28 日(木) 
       ただし、25 日(月)は休館日です 

開館時間 10 時～17 時 

駐車場は建物の南側にあります 

 

 
 

★再利用品購入にあたっての注意とお願い 
バーゲンに限らず日常的にご協力いただいていることをまとめました。 

〇販売している商品はすべて粗大ごみとして多摩清掃工場に運ばれたものです。購

入後の返品や交換はできません。置き場所の寸法を測ってからご来館いただき、購

入する時にキズ、ワレ、部品不足などの確認をお願いします。 

〇自家用車での運搬の可不可確認のための積み込みを含め、精算前の商品の持ち出

しはお断りしています。館内貸出用のメジャーを用意していますので、お気軽にレ

ジカウンターまでどうぞ。 

〇自家用車等への積み込みは購入者ご自身でお願いします。 

〇購入当日に持ち帰りができない場合は、1 週間以内に引取りをお願いします。 

〇予約や取り置きはお断りしています。 

〇展示してある状態での販売になります。塗装や寸法調整などには応じられません。 

〇転売目的での購入はご遠慮ください。 

みほん 

・超バーゲン価格の家具類には、このマーク 
が付いています。 

・対象商品は毎日変わります。 

 

 



 

余暇を楽しむ 趣味の 
 

           

 

 

【おもちゃ病院】 Ｋｅｂｏ 
          

■メンバー募集 
電子工作を楽しむ場所として、趣味の『 電子工作サロン 』のメンバーを募集し

ます。ご自身で工作を楽しむ方の交流・相談の場所です。 

活動日に直接会場にどうぞ。 

 

 参加資格 

・電子工作が好きなこと（自分で工作できること） 

・準備から片づけまで自分でできること 

活動日時  

・毎月第１土曜日 13 時～16 時 

活動場所  

・エコにこセンター多目的室 
 費 用 

  ・メンバーとして継続的に参加する場合は年間 1000 円 

  ・製作の希望に応じた材料を実費で手配します。 

  

■参加者募集 
  事前申込は不要です。興味を持ったら直接説明会にどうぞ。 

①マイコン（Ａｒｄｕｉｎｏ）入門コース 
説明会 ４月６日（土）13 時～（部品手配申し込みも受付けます） 

Ｗｉｎｄｏｗｓパソコン・インターネットを使用できる方 

マイコンに興味を持つ方 

小学校高学年以上 

Ａｒｄｕｉｎｏマイコンプログラムの基礎の基礎 

初期費用 3000 円程度<ＬＥＤの点滅までの部品代> 

  

②電子工作（人感センサーライト）入門コース 
説明会 ４月６日（土）15 時～（部品手配申し込みも受付けます） 

電子工作に興味を持つ半田付け作業可能の方 

小学校高学年以上 

初期費用 2500 円程度 

<人感センサーライト（ソーラー充電式）の組立部品代> 

エコにこセンター共催事業 



●陶磁器製不用食器の回収 
エコにこセンターでは陶磁器製食器を回収して、美濃焼産地で粉砕し、再び食器

の原料として使う「食器リサイクル」に取り組んでいます。回収に協力いただける

場合は直接エコにこセンターまでお持ちください。ただし、八王子市・町田市・多

摩市に住んでいる方の家庭で使用した陶器または磁器の食器のみで、その食器で食

事ができる程度きれいにしてお持ちください。 

お持ちいただいた食器はその場で検品し、食べ物やほこりが付着しているもの、

リサイクル対象外のもの（土鍋など直火で使用するものやボーンチャイナなど）は

返却しています。また、簡単なアンケートにご協力ください。詳しいことはお気軽

にエコにこセンターまでお問い合わせください。 

 

●回収時間 開館日の 10 時 30 分～16 時 30 分 

●回収終了日 今年度は 

2019 年 3 月 21 日(木・祝)が最終日 です。  

 

※来年度の回収は、5 月中旬ごろから開始予定です。決定しだい、エコにこニュ 

ース、ホームページ、館内掲示等でお知らせします。 

 

★予約不要で気軽に参加!! 

◆こうさくの時間“陶芸”3 月 30 日(土) 
 

受付時間内(13 時 30 分～15 時)に直接会場(2 階多目的室)へどうぞ 

ただし、座席が不足する場合はお待ちいただくことがあります 

回収した食器を 20%程度含むリサイクル陶土を使います。１人 150ｇ以内の陶

土で 1 作品を自由に作ります。150ｇを小分けして 2 つ以上の作品を作ったり、

また、2 人以上で分けたり、合わせて大きな作品を作ることはできません。箸置き

やブローチなどの小物も同様です。 

○年齢制限はありません。1 人で作品を仕上げることができれば子どものみの参 

加も可。 

○作品は施釉後、本焼きをして約 1 ヶ月後にお渡しします。 

○電動ろくろは使用しません。 

○講師による指導はありません。 

 ○陶土の持込みは固くお断りします。 

 

◎費用 1 人 200 円(リサイクル陶土代、焼成代等含む) 

 

※2019 年度の予定 

4 月 20 日(土) 5 月 18 日(土) 6 月 29 日(土) 7 月 20 日(土)・25 日(木) 

                         8 月以降も実施予定 

 
 3 月のエコにこマーケットは、23 日(土)24 日(日)です。10 時～15 時 

「閉店時間」はまちまち。お早目にどうぞ。 

★4 月 27・28 日 5 月 25・26 日の出店者募集中です。詳細はお気軽にお電話ください。 

 



清掃工場だより 

 

 

今シーズンの冬は寒い日、暖かい日が繰り返され、日々の気温の差が激しく、皆さん

も体調管理に苦労されていることと思います。 

空気も乾燥していて、インフルエンザが大流行、「都内のインフルエンザ患者報告数

は、1 月 15 日から 1 月 21 日までの間、急速に増加し、学校等における学級閉鎖等

も大幅に増加している（東京都の報道発表より）」ようで、空気に潤い、「お湿り」が

欲しい所です。 

この季節、「お湿り」と言えば雪を思い浮かべます。雪が降ったあとは、普段見るこ

とのない景色が楽しめ、雪遊びを楽しみにしているお子さんも多いと思いますが、反面

雪に慣れない私たちにとっては「困りもの」でもあります。昨冬も大雪に見舞われ、交

通に大きな影響をもたらしたことがあり、清掃工場の周りにも雪が何日もとけずに残り

人も車も通行が不便な状態が続きました。 

今この原稿を書いているのは 2 月の半ばですが、今年もこれまでに 2 度、大雪の予

報が出され、予報が出るたびスコップや「融雪剤」を準備し積雪に備えましたが、幸い

予報はいずれも「空振り」に終わり、ごみの搬入車や、清掃工場、エコにこセンターに

足を運ばれる皆さんに支障をきたすこともなく、ほっとしています。 

3 月を迎え、春めいた日も多くなるとは思いますが、まだまだ寒さも続きそうで、雪

が降る日もあるかもしれません。大雪が降らないことを祈りつつ、もし積もってしまっ

ても、清掃工場、エコにこセンターにお見えになる皆さんが不自由なく、安全にお越し

いただけるよう、職員一同協力して、雪かきなど支度をしたいと思います。 

あたたかな「春本番」を早く迎えられますように。 

（多摩ニュータウン環境組合 事務局長） 

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

✿シルクサロン「クール・コレ」 
～着物を洋服にしましょう クール・コレクション～  

着物を「ブラウス」に作り直します。型紙づくりから行い 3 回を 1 クールとして

実施します。途中参加はできません。 

■日 時 6 月 5・12・19 日 すべて水曜日 13 時 30 分～15 時 30 分  

■会 場 エコにこセンター 2 階多目的室 

■定 員 5 名程度(申込が 2 名以下の場合は中止になります) 

■費 用 3000 円 

■持ち物 着物(ゆかた、ウールは除く) 裁縫道具一式  筆記用具 

※手縫いで行いますが、ミシンを持ち込むこともできます。 

■申込み方法等 

 ・電話または来館して申込んでください。4 月 2 日(火)より先着順受付 
・3 回で完成しないなど、希望者は予備日(6 月 26 日)に参加できます。ただし、 

別途 1000 円が必要です。 

 

 

 

 

 

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」 https://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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