
(リサイクルセンターニュース) 

第 215 号         2020 年 1 月 

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 
○△○◇○△○◇○△○◇○△○◇○△○◇○△○◇○△○◇△○◇○△○◇△○ 

あけましておめでとうございます🐭本年もよろしくお願いいたします 

◆作文募集◆  

  私たちの暮らしと“もったいない” 
ふだんの暮らしの中でふと「もったいないなぁ」と思うこと、ありませんか。そんな時の心の動

きや実際の行動を作文にしてください。 

第 27 回 TAMA とことん討論会実行委員会との共催事業として実施します。 

 

募集部門 小中学生部門 高校生以上部門 

対象   多摩地域(東京都のうち、23 区と島嶼部を除いた市町村部)在住・在勤・在学の方 

賞の内容 各部門 〇優秀賞・エコにこセンター長賞 各 1 名  〇入選 数名      

         賞状および副賞贈呈  応募者全員に参加賞をお送りします 

表彰式  3 月 14 日(土)開催の第 27 回 TAMA とことん討論会内で行います。 

締切   2020 年 2 月 15 日(土)必着 

送付先  小中学生の部→ エコにこセンターに郵送または持参 

     高校生以上の部→ エコにこセンターに郵送または持参  

メール送信→tama.recycle@gmail.com 

 

応募規定 

 用紙の規定はありません。本文の文字数は 400 字～800 字程度、日本語で書いてください。 

 小中学生の部  濃くはっきり書いてください。応募者本人の自筆に限ります。 

         本文以外に、題名・名前・学校名・学年・自宅住所・自宅または保護者の電 

         話番号を書いてください。メールでの応募はできません。 

 高校生以上の部 筆記具使用の場合は濃くはっきり書いてください。メールの場合は必ず件名 

を「作文応募」としてください。 

本文以外に、題名・名前・年齢・所属(学校名や会社名等)・自宅住所・電話 

番号を書いてください。 

※名前、住所等の個人情報は受賞者への連絡、受賞名発表の時に使用し、それ以外の目的で  

の使用や第三者に譲渡することはありません。 

  ※作品の著作権は第 27 回 TAMA とことん討論会実行委員会およびエコにこセンターに帰 

属します。 

 

詳細は右を参考にしてください。http://www.renpou.org/tokoton27_sakubun.pdf 
また、募集についてのチラシはエコにこセンターでも配布しています。 

http://www.renpou.org/tokoton27_sakubun.pdf


「くるくるカレンダー」コーナー 
            1月 8日～ 配布スタート 
 

毎年好評の「くるくるカレンダー」コーナーですが、昨年のうちに数件の個人、事業所

の方々からカレンダーが届きました。そのため、予定どおり、1 月 8 日から配布を開始し

ます。ただし、数が少ないため当分の間は 1 人 1 部でお願いします。 

引き続き、不要なカレンダーや手帳を受け付けていますので、1 つでもあれば、捨てず

にエコにこセンターにお持ちください。特に手帳は毎年大人気です!! 

 

■カレンダーの持ち込みは 2020 年 1 月末まで受け付けます。 事務室またはレジカウン

ターで直接スタッフにお渡しください。 

■郵送する場合は、必ず送信者の名前、住所、電話番号を書き、送料はご負担ください。

着払いの場合は受け取れません。 

■センターには子どもたちが多く来館します。カレンダーの写真、内容等への配慮をお願

いします。 

■「くるくるカレンダー」コーナーは、3 月 1 日(日)まで設置しますが、なくなった場合

は最終日前に終了します。 

 
 

 

 

陶磁器製不用食器の回収 
   

回収の対象は、八王子市・町田市・多摩市に住んでいる方が家庭で使用した陶器または

磁器の食器のみです。お持ちいただいた食器はその場で検品し、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）についてはお持ち帰りいただいて

います。陶芸教室等で作陶した失敗作についても対象外です。 

また、割れたものも回収しますが、元の形がわからないほど細かく砕けたものは対象外

です。なお、ほこりを払い、汚れていたり、食べ物(茶渋は、かまいません)が付着している

場合は洗って、乾かしてからお持ちください。「その場で食事ができるような食器」を合

言葉にして回収を行っています。 

詳しいことはエコにこセンターまでお問い合せください。 

 

〇簡単なアンケートを実施しています。ご協力をお願いいたします。 

 

■回収時間  開館日の 10 時 30 分～16 時 30 分 

■回収終了日 2020 年 3 月 22 日(日)  

 

 

 

 

 

 臨時休館日のお知らせ(施設点検のため休館になります) 
  2 月 2 日(日)  ご不便をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。 

 

 



 

こうさくの時間“陶芸”  
 

 

「こうさくの時間“陶芸”」はテーマを設けず自由に作品をつくれますが、講師による

ていねいな指導はありません。(センタースタッフは在室しています) 

受付時間内に直接会場までどうぞ。作陶できるのは 16 時までです。 

 

●実施日(受付時間 13 時 30 分～15 時) 

   2 月 29 日(土) 3 月 15 日(日)  4 月以降も実施予定 

●会場 エコにこセンター2 階多目的室 

 

●こうさくの時間“陶芸”の概要 

 ☆使用する陶土はリサイクル陶土(回収した陶磁器製食器を 20%程度含有)のみです。持

ち込みはできません。 

☆1 回で使用する陶土は 150ｇ以内で、作ることができるのは 1 回 1 人 1 作品です。

数人分を合わせて大きな作品を作ったり、1 人分を 2 人以上で分けて使うことはでき

ません。 

 ☆フタや台とセットで作ったもの、2 個以上で 1 組のものは「1 作品」には該当しませ

ん。ご注意ください。 

 ☆作品は施釉後、本焼きをして約 1 ヶ月後にお渡しします。ただし、期日までに引き取 

りがない場合は処分させていただくことがあります。 

☆費用は 1 人 200 円(リサイクル陶土代 焼成代等) 

☆年齢制限はありません。一人で作品を仕上げることができれば子どものみの参加可。 

☆電動ろくろは使用しません。持込みはお断りしています。 

☆座席が不足する場合はお待ちいただくことがあります。 

※変更、中止の場合はホームページ、ツイッター。館内掲示等でお知らせします。 

 
        

こでん診療処 
  

エコにこセンターでは、おもちゃ病院ドクター有志のみなさんにご協力いただき、セン

ターに自分で持ってくることができるサイズの小型家電について、不具合の相談を受ける

「こでん診療処」をほぼ毎週木曜日 13 時～15 時に実施しています。 

 話をしながら原因を探っているうちに直ってしまうことや少し手伝うことで正常に動き

出すことが多くあることから「修理をしてもらった」とおっしゃる方がいらっしゃいます。

関わっているドクターたちは電気に関する勉強をした人たちですが、修理屋さんではあり

ません。したがって、「修理をお願いします」という依頼は受けることはできませんので、

ご承知の上、ご来館ください。 

なお、「休診」の場合もありますので、お気軽にお問い合せください。予約は不要です。

直接どうぞ。 

     今年度の活動は、1月 23日(木)からです。 

清掃工場だより 「わが家の環境教育」 



新年明けましておめでとうございます。今年も多摩ニュータウン環境組合をどうぞよろしくお願

いいたします。 

 突然ですが、わが家の環境教育事情について、お話ししたいと思います。私は環境施設の職場

に働き始めてから、環境イベントに足を運ぶ機会が増えました。最近は、退職して暇をしている父

を連れて、環境施設や八王子駅前などの環境イベントを見て回っております。その影響もあり、父

は八王子市が推奨している「ダンボールコンポスト」を購入してきました。雨のぬれないベランダ

の一角に置いて、日々手入れをしています。できた肥料は、自分で使うのもよし。八王子市に引

き取りを依頼し、新しい基材を無料でもらうのもよし。うまくできるかどうかはわかりませんが、父

の取り組みを今後も見守りたいと思います。 

 また、生ごみの水切り運動にも力を入れております。以前までは、三角コーナーにビニール袋を

かけて、水を切らずにそのまま可燃ごみとして捨てていました。今では、環境イベントでもらった、

水切り用のネットを三角コーナーにかけるようになりました。そのネットが無くなると、父が近くのス

ーパーで水切り用のネットを購入してくるようになりました。 

 今まで知らなかったことでも、知ることによって環境に関心をもって、行動に移す父を見て、環境

教育の影響を受けているなと感じました。 
****************************** 多摩ニュータウン環境組合多摩清掃工場 

 

〇センターからのお知らせをメールでお届けします 
 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

せをお送りすることにしました。 

 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。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 

 

〇エコにこマーケット(エコマ)の開催日のお知らせ 
出店申込は開催月の 2 ヶ月前の最初の開館日から先着順で受付けています。出店できるのは、八

王子市・町田市・多摩市在住の方のみです。また、ガレージセール感覚の「小さなフリマ」のため、

高額の売上を希望する方には不向きです。 

 開催予定日  2 月 22 日(土) 23 日(日)   3 月 28 日(土) 29 日(日) 

        4 月 25 日(土) 26 日(日) 

詳細はお気軽にお問い合せください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

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～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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