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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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お知らせとお願い 
・８月末までの講座・イベント・食器回収は中止です。 

・当面の間、10 時開館 15時閉館です。 

・館内には休憩スペースはありません。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。 

 

エコにこマーケットのお知らせ 
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催中止が続いていたエコにこマーケッ

ト(エコマ)ですが、９月再開に向けて準備を進めています。 

出店できるのは、八王子市・町田市・多摩市在住の方のみで、出店申込みは開催月

の 2 ヶ月前の最初の開館日からです。電話または窓口で先着順に受付けています。 

新様式で再スタートします!! ぜひ、ご参加ください。 

 

・開催日・・・2020 年 

9 月 26 日(土)・27 日(日) 10 月 17 日(土)・18 日(日) 

11 月 28 日(土)・29 日(日) 12 月 19 日(土)・20 日(日)   

2021 年 

1 月 23 日(土)・24 日(日) 2 月 27 日(土)・28 日(日)  

3 月 27 日(土)・28 日(日) 

・開催時間・・・１０：００～１３：００ 

・出店予定数・・・館内テーブル 6 店  

・出店費用・・・１日３００円、２日連続５００円 

※出店数、開催時間は年度当初のお知らせとは異なりますので、ご注意ください。 

※出店の方も館内で飲食することはできません。 

※万一、開催できなくなった場合は、ホームページ、ツイッター等でお知らせします。

出店の方には直接連絡します。 



9月開催予定講座のお知らせ 
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、しばらくお休みしていた講座等ですが、

エコにこマーケット同様、状況をみながら少しずつ再開していきます。 

なお、開催日時については、年度当初におしらせした内容と変更になっている場合

がありますので、ご注意ください。 

開催できなくなった場合は、ホームページ、ツイッター、館内掲示などでお知らせ

します。 

 

☆３Ｒ講座 
９月開催の 3R 講座の申込みは７月 1 日(水)10 時からで、電話または事務室窓

口で先着順受付けです。参加希望の方はお早目にお申込みください。 

 

※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。 

※各講座、1 度に申込みができるのは 1 人分のみです。 

※受講できるのは申込者本人のみです。同伴者は参加できません。 

※１０月以降については決まりしだい、ホームページ等でお知らせします。 

 

 

☆こうさくの時間 
 

「こうさくの時間」は事前申込みなしで参加できる講座です。すでにお知らせした開

催日時と異なる場合がありますので、ご注意ください。 

“陶芸”は昨年度までと同様の内容(1 人１５０ｇのリサイクル陶土で自由に一作品を

作る)ですが、“工作”は、会場に準備してあるさまざまな材料を自由に使って、年齢

を問わず楽しめる時間です。作ることができるのは原則として 1 人一作品ですが、見

本やキットの用意もありますので、気軽にご参加ください。 

 

講座名 

日にち 

(すべて 9 月) 

 

時間 定員 

 

費用 

さき織り体験教室 
幅 35㎝程度の織りを体験します。 

3 日(木)  

10 日(木)  

17 日(木)  

18 日(金) 

10時 30分～12時 30分 

各日 4名 

 

※18日のみ 

12時 30分～14時 30分 

120 分 

1000 円 

 

お花の教室 
鉢皿を花器に使って季節の花を生け

ます。 

11 日(金)  

25 日(金) 
 

12時 30分～14時 30分 

各日 15名程度 
1200 円 
花器レンタルの場合は別途

100円が必要です。 

Tシャツぞうり教室 
不用になった Tシャツやポロシャ

ツ、肌着で作ります。 

1６日(水) 

 
 

12時 30分～14時 30分   

6名 
700 円 
材料がない場合は別途

300円が必要です。 

おとなのための工作教室 
スクラッチアートを作ります。 

24 日(木) 10時 30分～12時 30分 

5名 
500 円 



 

 

なお、材料の寄付受付は終了しました。ご協力いただいた皆様、ありがとうござい

ました。 

 

こうさくの時間スケジュール 
 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 10 時 30 分～12 時３０分 

・費用 “陶芸”200 円 “工作”100 円 

“陶芸”→2020 年  

9 月 6 日(日) 10 月 24 日(土) 11 月 3 日(火)  

12 月 6 日(日)  

2021 年 

1 月 6 日(水) ２月 23 日(火) ３月 14 日(日) 

“工作”→2020 年  

9 月 20 日(日) 10 月 10 日(土) 11 月 22 日(日) 

12 月 12 日(土)  

2021 年 

1 月 30 日(土) ２月 20 日(土) ３月 21 日(日) 

 

★“工作”は、参加者用に有料キットの準備もあります。会場以外自宅でも楽し 

むことができます。ただし、キットを購入することができるのは参加者のみです。 

★“陶芸”の一作品とは、「単独で 1 つ」です。フタつき、台つき、セットなど複数

で一つになる作品は対象にはなりません。 

 

   

 

◆下記についても、９月から再スタートを予定しています。開催時間は８月号でお知

らせします。 

 

☆こでん診療処 
 家庭で使っている小型家電の不具合についての相談です。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。 

 おもちゃ病院ドクター有志の協力により運営しています。 

    ９月 2 日・９日・２３日・30 日 いずれも水曜日 

 

☆電子工作サロン(共催事業) 
 初心者から上級者まで、電子回路についての情報交換をしています。出入自由です

が、はじめて参加される方は開始時間(現在は未定)においでいただき、活動について

の簡単なお話を聞いてから、参加することを推奨しています。 

    ９月 5 日(土)   



清掃工場だより  
新型コロナウイルスの影響により、私たちの暮らしはここ数か月の間で大きく変化

することとなり、多摩清掃工場でも感染拡大防止の観点から様々に可能な方策を講じ

てきました。一部には、多摩清掃工場への粗大ごみ直接お持ち込みについても市民の

皆さまのご協力をいただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。 

また、例年１０月に開催していました地域交流事業《たまかんフェスタ》も中止と

いたしました。多摩清掃工場でも様々な影響がありますが引き続き感染拡大防止を進

めるとともに、安全な多摩清掃工場の運営に努めてまいります。 

さて、多摩清掃工場は４月から、昨年の台風 19号による宮城県大崎市の災害廃棄

物応援処理を行っております。応援している量など詳しくはＨＰをご覧いただく事と

して、ここでは発熱量という視点で少しお話をします。清掃工場は燃やされるごみが

持っているエネルギーの値として発熱量を監視することでごみの状態などを確認し

ますが、災害廃棄物受入れ後の影響変化などはなく正常な状態となっています。１２

月まで応援処理をおこなうこととなりますが引き続き皆さまのご協力をお願いいた

します。 

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

 

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。 

 

ツイッター 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★ 
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