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りさいくる市 ごみ減量推進課 
042-438-4043042-438-4043

http://www.city.nishitokyo.lg.jp/ 

家    具 

西東京シルバー人

材センターリサイ

クルショップ 

042-421-4445 

http://www.sjc.ne.jp/wtokyo1/ 

本や CD・ 

DVD 

NGO 

シャプラニール 
http://www.shaplaneer.org/ 

      

リメイク

※これらの情報は「あなたにでもできる！環境生活のスス

メ」（飛鳥新社）、「エコでトクする家事の本」（永岡書店）、

環境省ホームページなどより抜粋させていただきました。

エコプラザ西東京ではこれらの本やホームページの閲覧が

できます。また、リメイクのための様々な講座を行ってい

ます。ぜひご参加ください。 

不用になった本やＣ

Ｄ・ＤＶＤを買い取って

もらって海外協力でき

るシステムもあります。 

いらなくなった本やＣ

ＤをＮＧＯに送るとそ

の代金がバングラディ

ッシュやネパールなど

の人々の自立支援に役

立ちます。 ネットオークションも

利用してみてはいかが

でしょうか。手間を惜し

まなければ、処分できて

思った以上の値がつく

こともあります。ただし

取引上のトラブルには

くれぐれも気をつけて

ください。 

着なくなったニットの服

は違うものにリメイクし

て再活用してみませんか。 

他の洋服に編み直した襟

や袖をつけてみたり、 

マフラーや室内履きなど

の小物に編み直すことが

できます。セーターの身頃

は犬用の敷物にして袖は

結んで犬用玩具にもなり

ます。 

リデュース 

リユースやリサイクル、リメイクは物を有効利用する

手段としてはとても大切なことです。 

しかし、それ以前にごみが極力出ないものを購入する

ことが一番です。長く使える物や簡易包装のものなど

を吟味して購入するように心がけたいものです。 

詳しくは下記で… 

「不用品、捨てる前に賢く利用しましょう」  
間もなく新生活をスタートする季節。転勤や転

居など生活環境が変わる時期でもあります。 

本や家具、生活用品や衣服など暮らしの変化と

ともに処分する機会が増えますが、捨ててしま

う前に、ちょっと考えてみましょう。 

ごみにしてしまうのではなく、ちょっとした工

夫で利用価値のあるものにけられます。 

リユース 

家具が不用になったら、まずはシルバー人材センタ

ーに連絡をしてみてはいかがでしょうか。再生可能

な家具は無料で引取りが可能です。 

ＰＳＥマークのある電化製品はリサイクルショップ

で買い取ってくれる可能性があります。特に未使用

の物は引き取り率が高いようです。 

リサイクル 

陶器や陶磁器、ガラス食器なども賢くリサイクル。 

使用可能な食器類ならフリーマーケット、りさいくる市

を利用。また、欠けてしまったり、ひび割れた食器もリ

サイクルする方法があります。 

「おちゃわんリサイクル」といって、回収された食器は

粉砕され粘土と合わせて、窯で焼き上げてリサイクル食

器に生まれ変わります。リサイクルできるのは磁器や陶

磁器の食器だけですが、それでもごみは減らせます。 
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 ☺ 環境学習コーナーをご利用ください ☺ 
プラザ棟１の２階には、どなたでも自由にごみ減量･リサイクルなどや環境

に関することなどの学習に利用できるフリーコーナーがあります。 

１階にはごみ減量推進課と環境保全課の事務所がありますが、事務所にいら

したついでなどに、気軽にお立ち寄りいただき、本や映像を見ながら環境や

リサイクルについて学んでいただきたいと思います。１階ロビーには無料で

インターネットの利用ができるパソコン(１人１回３０分)や、市内の活動団

体が設置したエコキャップと空の牛乳パックの回収ボックスがあります。 

ぜひご活用ください。 

【チャリティーリサイクル市民の会】 

世界のこどもにワクチンを届けたい、そして資源循環社会の推進を図りたい。この 2 つの課題に同時

に取り組むため私たちはペットボトルキャップのリサイクル運動に参加しました。 

その後ワクチンが足りないため、一日4,000人のこどもが亡くなっていると知り、古紙の回収による

収益も寄付をしています。 

昨年 12月末までに「世界のこどもにワクチンを日本委員会」に贈った寄付の総額は145,894円（ポ

リオワクチン約7,300人）でした。 

ご協力ありがとうございます。そして、今後もよろしくおねがいします。 

チャリティーリサイクル市民の会 副代表 佐々木武康 

問合せ先：TEL 080-6613-4599（佐々木）  

西東京事務局：「私たちのお店」スペース・ゆう内  

TEL 042-425-3749  

登録団体のページ 

エコエコでは登録団体の活動情報などをこのページでご紹介しています。 

今回は「チャリティーリサイクル市民の会」と「西東京花の会」の団体紹介です。 

本や雑誌を、自由に閲覧できます。

ＤＶＤやビデオも鑑賞できます。 

【西東京花の会】 

「市民の手で公園に花を植えたい」との声から「花いっぱい運動」を発展させ、西東京市と協働で、公園

の花壇を花の選定から植え付け、管理までを行っています。 

平成９年の発足当時は５箇所の花壇でしたが、現在では40箇所の花壇を100名以上の会員で植栽するま

でになりました。 

栄町に育苗ハウスも出来、春の種まきから冬の管理まで 4 サイクルで種苗を育てています。8 月に種を蒔

くパンジーやビオラなどは昨年5000株以上を育て、各花壇に植栽しました。 

良い花を咲かせる為の土作りも手がけ、秋に公園の落ち葉を集めておき、腐葉土を作っています。 

さらに昨年は、教育委員会の依頼で市内の小学校９校にヘチマや、かぼちゃ、朝顔をロープにからませて

緑のカーテンを作りました。カーテンの外側と内側では５度～７度の温度差があり、省エネに貢献できた

と小学生と一緒に喜び合いました。 

また、NPO企画提案事業のオープンガーデンには他の地域団体の見学もありました。 

月１回、エコプラザ西東京で行う活動者会議で活動の予定や花壇状況、困った事な

どを相談したり報告し合っています。 

花いっぱいボランティア養成講座も終了し、四月から新しい会員も増える予定です。

ご一緒に活動をしてみたいと思われる方はご連絡をください。お待ちしています。

NPO法人「西東京花の会」 

問合せ先：TEL 042-424-6020（小野）

登録団体の皆さまへ 

21 年度の登録更新手続きの受付中です。まだ手続きをされていない団体は、忘れずに 3 月末日までに更新

の手続きをお願い致します。 

小学校での緑のカーテン作り 

プラザ棟 1 に設置された紙パックと

ペットボトルキャップの回収 BOX 
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二番目の訪問先は「マックスバリュ田無芝久保店」。 

2009 年 1月と 2月に行われた講座・イベントの報告 

小学校 1 年生から高校生まで、お友達同士や姉妹、親子、

それぞれが持ち寄った余り布で楽しくちくちく…。 

環境ウォッチング 

「西東京市内のエコ企業を訪ねるバスツアー！」 

2 月 12 日（木）    訪問先：損保ジャパン 
             マックスバリュ田無芝久保店 
             シチズン東京事業所 

リサイクル手芸講座「みんなでチクチク縫ってみよう！」

2 月 28 日（土）    協力：ちくちくの会 

冬のエコライフスペシャル～みんなで話そう、エコのこと～ 

1 月 27 日（火）～2月 1 日（日） 

リサイクル講座「足もとぽかぽか室内履きの編み物」 

2 月 11 日（水）   協力：シルバー人材センター 

厳しい寒さが残る祝日、おうちにある、余り毛糸や、

ほどいた毛糸で室内履きを編みました。 

エコを意識しながら、毛糸のリサイクルと編み物の

楽しさを感じた一日でした。 

最後の訪問先は「シチズン東京事業所」。環境マネジメ

ント室の方々から説明を受けた後に工場内の見学に。

エコプラザ西東京での様子

1/27～1/30 エコプラザ登録団体の展示 1/31 小学生環境発表会に参加してくれた皆さん 

2/1 交流会の様子

店長さんから敷地周りの植栽について説

明を受ける 

一生懸命に編み続ける参加者

出来上がった作品と一緒に記念撮影

2月とは思えない暖かい日差しの中、バスは最初の

訪問先の「損保ジャパン」に向かいました。    

環境への取組などの説明を受ける 

目に訴える工夫のされた掲示スペース

お店の買い物籠を持ち帰り出来る 

「マイバスケット制度」に興味津々 

エコプラザへ戻り、興味を持った企業毎のグループに分

かれ、ツアーの振り返りワークショップを行いました。

使用済みのプラスチックや金属類を徹底的に

分別して有価物にする取組みについて説明を

受ける。 

時計の資料室で電波時計の

仕組みを聞く参加者 

パッチワークキルトによる世界でたった一

つのマイコースターが出来上がりました。

みんな真剣なまなざしで

縫っていました。 

感想を話し合って発表 

親子でソーラーカー工作 地球温暖化の説明を受けて 

パネルクイズに挑戦 
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エコプラザ西東京の講座・イベントのご案内 

日 時 事業・講座名 場 所
定員・対象 
募集期間 内容など 

3月20日（金・
祝） 
13:00～16:00 

リサイクル連続講座 2 

省エネ・節水でエコ貯金 
～地球と家計にやさしい暮
らし～ 

ﾌﾟﾗｻﾞ棟 2
多目的ｽﾍﾟｰｽ

定員50名
（先着順） 
市内在住・在

勤・在学優先

2/17 より受付

○報告「西東京市ごみ処理の現状」 

講師：西東京市ごみ減量推進課職員 

○講演「省エネ・節水でエコ貯金」 

     講師：片亀 光氏(高崎経済大学講師) 

38 万円節約（9 年間）の実績がある講師から省エネ・
節水の秘訣や３Rの方法などを紹介して頂きます。 

西東京市のごみ処理状況の報告もあります。 

協力：エネルギー環境教育情報センター 

3月28日（土） 
13:00～15:00 

リサイクル連続講座 3 

春休み小学生環境イベント 
マイキーホルダーを作ろう！ 
～プラスチック再生実験とリ
サイクル工作～ 

ﾌﾟﾗｻﾞ棟 2
多目的ｽﾍﾟｰｽ

定員30名
（先着順） 
市内在住・在

学の小学生 

保護者の方

や中学生も

大歓迎！ 

2/17 より受付

○プラスチッククイズ 

○西東京市内の様子、分別について 

○発泡スチロールの減容化から再製品化まで 

○プラスチックカップのリサイクル工作（キーホルダー） 

○ペットボトルから糸を作る実験ほか 

ふだん体験できない工作や実験を通して、ごみの分別

や３R、地球環境などについて楽しく学びます。 

講師・協力：（社）プラスチック処理促進協会 

4月25日（土） 
10:00～12:00 

にょきにょき ワークショップ 

リサイクルアートスペース 
「見捨てられたものを黄金に
変えよう！」 
～イタリア レッジョ教育 in 西
東京～ 

ﾌﾟﾗｻﾞ棟 2
多目的ｽﾍﾟｰｽ

定員15組
（先着順） 
4 歳～小学

校 3年生と

その保護者

4/1 より受付

リサイクル素材を用いたアートワークによる、自由な表

現活動を通して、素材の違いを知り、リサイクルやご

みの分別など、循環型共同性教育を体験します。 

講師：石井希代子（環境教育企画コーディネーター） 

協力：武蔵野大学環境学科レッジョ武蔵野プロジェクト

【講座の申込み方法】 

全講座とも電話・FAX・E メールにて、名前・住所・電話番号・年齢（学年）を添えてお申込みください。 

問合せ及び申し込み先 

TEL 042-421-8585  FAX 042-421-8586 E ﾒｰﾙ gomigen@city.nishitokyo.lg.jp 

※ 西東京市のホームページhttp://www.city.nishitokyo.lg.jp/ 
（トップページ⇒くらし⇒ごみ・リサイクル⇒エコプラザ西東京）でも詳細情報を掲載しています。 

※ 定員のある講座・イベントなどは西東京市内在住・在勤・在学の方が優先となります。また日程や内容が若干変更となる可能
性もありますのでご了承ください。 

交  通 
●西武池袋線保谷駅から      ●西武新宿線田無駅から 
バス吉祥寺駅・三鷹駅・田無駅行  バス保谷駅・天神山行 荒井竹下車 
保谷庁舎下車          ●西武新宿線西武柳沢駅（柳沢駅通りバス停） 

●西武池袋線保谷駅から       からバス保谷駅・天神山行荒井竹下車 
はなバス第 2ルート 保谷庁舎下車 ●西武新宿線東伏見駅から 

●西武池袋線ひばりヶ丘駅から    はなバス第 2ルート 保谷庁舎下車 
はなバス第 5ルート 保谷庁舎下車 

 

ごみ収集現場から 

みなさんはマイバッグ運動に参加していますか？ 

コンビニやスーパーなどで配られるレジ袋、年間一人当たり約300枚、全体では305億枚ほど配られている

そうです。それらはほとんど再利用されずに捨てられる運命にあるのです。 

では、誰がもらっているのでしょう？多くの主婦の方はマイバッグを使っています。実はレジ袋をもらってい

るのは、買い物袋を持たない人です（当たり前ですが＾＾）。学生さんや仕事中の人、フッと思いついて買い物

をする人に、軽くて、かさ張らず、持ち運びが楽で何度でも使えるエコバッグを持ってもらう…ないですかね、

そのような優れもの。 

実はあるのです。私は見てしまったのです！わがごみ減量推進課の I さん。コンビニで買い物をしていると、ポ

ケットからスーッと出てきました。超コンパクトエコバッグ！…なんと以前にもらったレジ袋でした！ 

目から鱗が落ちました！そうなのです。きちんと畳めば小さくて軽く、どこの家にも沢山あるレジ袋は、エコ

バッグとしてリユース出来るのです。灯台下暗し！皆さんも是非〝ハイテク〟エコバッグ使ってみて下さい。

― 優れものレジ袋の話 ― 


