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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 
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エコにこセンターは、当面の間休館します 
４月７日に緊急事態宣言が発令されました。期間は５月 6 日までですが、今はまったく見

通しがたちません。たいへんあいまいな表現ですが、当面の間臨時休館とし、再開が決まり

しだい、ホームページ等でお知らせします。 

 

食器回収開始も延期します 
今年度は４月 28 日からのスタートを予定していた陶磁器製食器の回収ですが、 

再開と同時にはスタートできない場合があります。開始についてはあらためてホームページ

などでお知らせします。 

 

５月中の講座・イベントは中止です 
５月中に再開できた場合は、まず 1 階フロアのみの利用とし、講座とイベントは６月から

の実施となりますので、３月４月に続き５月も中止となります。 

 

お知らせをメールで配信 エコにこメール部にぜひ登録してください!! 

エコにこセンターでは、エコにこニュース、HP、ツイッターなどを通してイベントや講座

などのお知らせを発信していますが、より多くの方たちに届けるため、希望の方に直接メー

ルでお知らせをお送りしています。臨時休館や再開についてもお知らせします。 

 ご希望の方は必要事項を書いてメールを送ってください。 

 

・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 

メールを受け取り後、登録確認メールをお送りします。ただし、休館日等により即日返信

できない場合がありますが、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。 

 

  申込先メールアドレス recycle@tama-seisokojo.or.jp 
※メールをお送りするのは月に 2、3 回程度です。 

mailto:recycle@tama-seisokojo.or.jp


◆こうさくの時間 

 

事前申込み不要で参加できる「こうさくの時間」。“陶芸”は継続して開催して

いきますが、今年度から新しく“工作”をスタートさせようと準備をすすめていま

す。 

「こうさくの時間“工作”」は、さまざまな材料を自由に使って、年齢を問わず

楽しめる場です。すでにエコにこニュース３月号やホームページなどで、材料寄付

のお願いをしたためお問合せをいただいていますが、新型コロナウイルス感染拡大

防止のため臨時休館が続いていることから、なかなか受け取ることができません。 

ご寄付いただきたいのは、下記のものです。「自分では使わないけれど、捨てる

のはもったいない」と思っている品がこの中にあれば、ご無理のない範囲で保管し

ていただき、センター再開後お持ちください。 

 

◆ご寄付いただきたいもの 

  ・布(30 ㎝四方以上 1ｍ四方以内のはぎれ) 

    ・フェルト(5 ㎝四方以上)

    ・ボタン 

  ・ひも、リボン、モール 

  ・包装紙、おり紙、千代紙、柄のある紙ナプキン 

  ・箱(菓子折りなどの化粧箱) 

  ・紙コップ、紙皿 

◆ご寄付の方法と期間 

  開館時間内に事務室までお持ちください。期間終了の場合はエコにこニュー 

スやホームページ、館内掲示などでお知らせします。 

◆お願い 

  ホコリや汚れのあるものは工作の材料として使用できないため、受け取るこ 

とはできません。お持ちいただいたその場で確認し、返却する場合がありま 

すので、ご協力をお願いいたします。 

 

✄こうさくの時間スケジュール 

 

 中止の場合はホームページ、Twitter 等でお知らせします 

 いずれも受付時間内に直接会場(エコにこセンター2 階)へ 

・受付時間 13 時 30 分～15 時 ・費用 “工作”100 円“陶芸”200 円 

“工作”→6 月から開催予定 ６月 20 日(土)21 日(日) 

７月 18 日(土)19 日(日)  

８月 11 日(火)～15 日(土)0 

“陶芸”→６月 7 日(日) ７月 23 日(木)28 日(火) ８月はお休み 

  ９月以降も開催予定です。引き続きお知らせしていきますが、エコにこニュース３月号の

年間予定表にも記載があります。ホームページでもご覧いただけます。 

http://www.tama-seisokojo.or.jp/econico/news/pdf 

http://www.tama-seisokojo.or.jp/econico/news/pdf


◆５月に申込ができる講座・エコマ 

 

５月の講座やエコマ(エコにこマーケット)は中止が決定していることから、５月に

申込みができるのは、６月と 7 月開催分のみです。6 月分は４月から申込みの受付け

をしているため、すでに満員になっている講座等もありますが、キャンセルが出る場

合があるため掲載しています。関心を持ったらお電話でお問合せください。 

講座等 内容等 

お花の教室 指定の花器に季節の花を生けます。14 時～16 時 

費用 1200 円 6/12.26 7/24 いずれも(金) 

さき織り体験 

教室 

裂いた古布や不要な毛糸などで織り機を使って幅 35 ㎝程度の布を織り

ます。 10 時 30 分～12 時 30 分 13 時 30 分～15 時 30 分 

費用 120 分 1000 円 6/4.18 7/2.16 いずれも(木) 

T シャツぞうり

教室 

不用になったおとな用の Tシャツ 2 枚で作ります。  

13 時 30 分～15 時 30 分 費用 700 円  

6/9 7/７いずれも(火) 

おとなのための 

工作教室 

6/11 一輪挿し(陶芸) 費用 700 円  

7/9 モザイクアート 費用 500 円 

いずれも(木)13 時 30 分～15 時 30 分  

エコにこマーケ

ット(エコマ) 

ガレージセールのような小さなフリーマーケット。出店できるのは、八

王子市・町田市・多摩市在住の方のみ。出店料等はお問合せください。 

6/27.28 ７/25.26 いずれも(土)(日) 

 

申込みのルール 
・開催月の 2 ヶ月前の最初の開館日から電話または来館で受付けています。 

・開催日の 1 週間前までに申込者が２名以下の場合は中止になります。 

※詳しくはお気軽にお問合せください。 

★社会状況などから開催できない場合があります。その場合は、ホームページなどで

発表するほか、申込みの方に電話または郵便で連絡します。 

 

◆事前申込みなしで参加できます 

 

中止の場合は、ホームページなどでお知らせしますが、お出かけ前にお気軽に電話

でお問合せください。 

こでん診療処 

開催曜日が水曜日に

変わりました 

小型家電の不具合の相談を受付けています。時間内に直接どうぞ。

13 時～15 時  

6/3.10.17.24 7/1.８.15.22.29 いずれも(水) 

電子工作サロン 

(共催事業) 

初心者から上級者まで集まって電子回路の情報交換をします。 

関心のある方は時間内に直接どうぞ。13 時～16 時 

6/6 7/4 いずれも(土) 

おもちゃ病院 

(共催事業) 

壊れてしまったおもちゃの修理(無料)をします。部品代が必要なこと

もあります。時間内に直接どうぞ。7/11(土)13 時～15 時 



清掃工場だより 「梅雨時期の生ごみ対策出来ていますか？」 

（食品ロス対策出来ていますか？） 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の関係で、国の緊急事態宣言が発令され、

自宅で過ごす時間も多くなりました。そんな中、これからはじまる梅雨の時期。雨が

降り続く梅雨の時期は、じめじめとした空気に気分までどんよりしてしまいがち。そ

んなどんより気分に拍車をかけるのが、キッチンの生ごみ臭ですよね。湿気の多い梅

雨時期は、生ごみがあっという間に腐って悪臭を発してしまいます。キッチンの臭い

をなくす一番の方法は、臭いの発生源である生ごみそのものを減らすことです。日本

の食品廃棄物は年間 2550万トン、そのうち食べられるのに捨てられる食品「食品ロ

ス」の量は年間 612万トンと推計されており、日本人 1人当たりの食品ロス量は年間

約 48キログラムといわれています。そして、その大半は一般家庭から発生しており、

一人一人が「もったいない！」を意識して、日頃の生活を見直すことが重要です。 

大切なのは、料理を残さないこと、食材を買いすぎないこと。とくに梅雨時期はカ

ビが生えやすく、買ったまま使わないうちに傷んでしまうことも。そのまま生ごみに

なるのを防ぐためにも、まとめ買いは控えましょう。食べる分だけ購入し、食べられ

る量の料理を「残さず食べる」ことが食品ロス（生ごみ）を減らす近道です。それで

も出てしまう生ごみは、とにかく水分を切っておくことが大切です。水分を切ること

でごみの減量や臭いを緩和することが出来ます。 

未来へ向けて良好な地球環境を将来の世代に引き継ぐためにも、みなさんの「ごみ

減量」へのご協力、よろしくお願いいたします。 
****************************** 多摩ニュータウン環境組合多摩清掃工場 

〇臨時休館中のお問合せについて 

☎電話でのお問合せ 042-374-6210 月曜日以外の 10 時～17 時 

📧メールでのお問合せ recycle@tama-seisokojo.or.jp 

返信にお時間をいただく場合があります。 

 

〇Twitter のフォロワーになってください 
 エコにこセンターでは、センター周辺の情報、館内のようす、 

お知らせなどを Twitterw で配信しています。 

ぜひ、フォロワーになってください。 

タマちゃん@エコにこセンター  

https://twitter.com/econico1  
 

 

 

 

 

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 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 

★このニュースは再生紙を使用しています★ 

 

アイコンはコレ!! 

かわいいタマちゃん 
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