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運転方法やメンテナンスでお財布にも環境にもやさしくなります。 

昨年８月の「エコドライブ講座」によると、エコドライブを心がけると、燃料代もＣＯ2も 20%

削減されるそうです。 

 

 

新しく車を取得しようと思っているあなたに… 

● 4月 1日より自動車重量税・自動車取得税の特例措置が変更になっています。 

ハイブリッド車や電気自動車などのエコカーを新たに取得する場合は、新車では重量税、取得

税ともに免税、中古車でも重量税は免税となります。 

● 低燃費かつ低排出ガス認定車は現行どおり、自動車税は最大で50％減免され、自動車取得税
も最大で30万円控除されます。重量税は最大で75％軽減されます。 

    詳しくは 国土交通省 自動車交通局 総務課企画室へお問い合わせください。 

代表 03-5253-8111） http://www.mlit.go.jp 

 
 

エコドライブ１０のすすめ 

● ふんわりアクセル eスタート『やさしい発進を心がけましょう。』 

● 加減速少ない運転『余裕をもった車間距離を。安全な低速走行を。』 

● 早めのアクセルオフ『エンジンブレーキを積極的に使いましょう！』 

● エアコンの使用を控えめに『車内を冷やし過ぎないように。』 

● アイドリングストップ『無用なアイドリングストップをやめましょう。』 

● 暖機運転は適切に『エンジンをかけたらすぐに出発！』 

● 道路交通情報の活用『渋滞や道路障害などの情報を出かける前にチェック！』 

● タイヤの空気圧をこまめにチェック『空気圧が適正値より不足すると燃費が悪化。』 

● 不用な荷物は積まずに走行『100kg の不要な荷物で約3%燃費が悪化。』 

● 駐車場所に注意『違法駐車による渋滞は燃費の悪化や排出ガスの増加につながります。』

 詳しい情報は エコドライブ普及連絡会 http://www.recoo.jp 
               ECCJ 省エネルギーセンター http://www.eccj.or.jp 

 資料は環境学習コーナー（エコプラザ西東京 プラザ棟 1）にもあります。

とは言っても、やはり車を 

使わないことが一番エコです。

 

 

日本全国薄紅色の花びらに心ときめき、

桜前線に伴って車を走らせる機会も 

多くなる季節ですね。そこで車に 

まつわるちょっとお得な「エコ情報」 

をお届けします。  

今年も 

講座開催の 

計画あります。 
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【西東京 菜の花エコ・プロジェクト】 

2003年に発足しました。 

廃食用油が車の燃料に生まれ変わる！この燃料は、二酸化炭素を増やさない優れもの。原料となる菜の

花・ひまわりを栽培し、搾油から食用とし、燃料となる過程の環境・食育学習として各学校で活動をし

ています。資源と環境を大切にする生活を市民の目線で取り組みましょう！。 

一緒に活動に参加したい方のご連絡をお待ちしています。 

西東京 菜の花エコ・プロジェクト 代表 茂木 千佳子 

問合せ先：TEL 042-422-9001  

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「西東京 菜の花エコ・プロジェクト」と「MeC 西東京」、「西東京こどもエコクラブ」の 3 団体の 

活動紹介です。 

【西東京こどもエコクラブ】 

私たち西東京こどもエコクラブはこれまで、廃油から石鹸やロウソクなどをつくる活動やエタノールエンジン 

や燃料電池などの実験などを行ってきました。また、秩父や飯能などに赴き四季の変化と自然の楽しさを学ぶ 

活動も行っています。 

このような活動からこどもたちに自然の大切さとエコの仕組み、取り組みなどを知ってもらうことを目的とし 

ています。 

４月１９日（日）9：30～14：00 谷戸二丁目セントラルパークにてフリーマーケットとその他活動展示を 

行っています。詳しくは西東京こどもエコクラブ迄ご連絡ください。 

なお、会員募集も随時行っています。入会、仮入会、ご質問は下記までお願いします。 

西東京こどもエコクラブ 代表サポーター 保谷 岳彦 

問合せ先：TEL 090-3131-5186 

  Mail nishitokyo.ecoclub@jcom.home.ne.jp 

捕まえたナナフシ 

【MeC西東京】 

昔、市内には小川がながれ、めだかが泳ぎ、とんぼやホタルが舞っていました。 

再びホタルを呼び戻すために石神井川の清掃活動をしています。石神井川を清流にもどし、 

子どもたちによい環境をのこすために、一緒に川掃除をしましょう。 

  毎月第１土曜日午前10時に東伏見小学校東門(弥生橋）集合です。 

  弥生橋から下野谷橋までの約250mを皆さんで清掃し、 

  1時間で終ります。 

  ぜひご参加ください。 

 MeC西東京(メックにしとうきょう）代表 末光 正忠 

  問合せ先：TEL 042-464-2558 

 

富士町 1丁目の菜の花畑で

石神井川 

2008 年 8 月 2 日(土) 

清掃で集められたごみ 
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2009 年 3 月に行われた講座・イベント 

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～    

3 月 20 日（金・祝）     

今年度も講座・イベントにご注目を！    

リサイクル連続講座 1 

傘からつくるエコバッグ 

3 月 7 日（土） 

    

発泡スチロールの溶解液から
原料を取り出しました。 

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！」    

3 月 28 日（土） 

完成を楽しみに、作り方
の説明を聞いています。 

ごみ減量推進課職員 小川氏に
よる「３事業」実施報告の様子。 

講師の片亀先生より、地球環境のこと
から家庭での省エネの具体的な取り
組みまで、お話を伺いました。 

ペットボトルを熱で溶か
しながら回転して繊維を
取り出す様子。 

ペットボトルから「マイキーホル
ダー」ができました！ 

平成 21 年度エコプラザ西東京では、たくさんの事業を計画しています。 

「ダンボールコンポストで堆肥づくり」（連続 2 回）、年間リサイクル講座（全 8 回）、

「ごみ処理施設見学ツアー」（2 回）、リサイクル手芸講座「みんなでチクチク縫って

みよう！」（全 6 回）、「エコプラザ西東京 作品・発表展」などなど。 

また、子ども向け講座としては、リサイクルアートスペース「にょきにょきワークシ

ョップ」（全 14 回）、夏休みには小学生自由研究「地球環境問題と太陽電池」、「イル

カのひみつ・クジラのふしぎ」、「西東京市内を流れる川、石神井川を調べよう！」、

「牛乳パックで〝はがき〟を作ろう！」など約 20 の講座やイベントが計画されてい

ます。 

これらについての詳細な情報や募集方法などは、「エコエコ」、市報、ホームページ、

チラシなどで随時お知らせします。 

ぜひご期待ください。 

ほどいた傘を型紙に合わせ
て裁断しました。 

 身をのり出した子ども
たちの目がキラキラ輝
いていました！ 

リサイクル講座 作品展 

3 月 6 日（金）～8 日（日） 

みなさん、暖かそうな室内
履きに興味津々でした。 

着物・帯からリフォームされ
た立派なバッグに感心。 

エコプラザ主催講座で作

った作品を、講座参加者

に出品して頂きました。 



4 

 
 
 

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 

4月25日（土） 
10:00～12:00 

第1回 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 

さまざまなリサイクル素材を五感で感じ、リサイクルや

ごみの分別などを体験しながら、子どもたちの個性や

可能性を引き出していきます。イタリアのレッジョ・エミ

リア市で培われた教育プログラムを基に、独自のリサ

イクルアートを展開します。 

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 

5 月 9 日（土） 
10:00～15:00 
5月10日（日） 
10:00～15:00 

年間リサイクル講座 

ジーンズからバッグ 

ﾌﾟﾗｻﾞ棟 2
多目的ｽﾍﾟｰｽ

定員 16 名
（先着順） 
市内在住・在勤

の方 

5/2 より受付 

はかなくなった Gパン 1本でトートバッグを作ります。

2日間の連続講座ですので、両日参加可能でミシンが

使える方。 

持ち物：裁縫道具・Ｇパン・裏用の木綿生地またはＹシ

ャツ 2枚・ものさし（30cm 以上） 

講師：エコプラザ西東京協力員 

5月15日（金） 
13:30～16:00 
6月26日（金） 
13:30～16:00 

ダンボールコンポストで 

堆肥作りをしよう！ 

ﾌﾟﾗｻﾞ棟 2
多目的ｽﾍﾟｰｽ

定員 15 名
（先着順） 
市内在住・在勤

の方 
5/1 より受付 

ダンボールを使った生ごみコンポストを作ります。約

40 日後に報告会を行い、失敗しない堆肥作りを行い

ます。両日参加し、実際に堆肥作りを実践できる方。 

持ち物：ダンボール箱・シャベル・軍手・エプロン 

講師：エコプラザ西東京協力員 坪井照子氏 

5月16日（土） 
10:00～13:00 

リサイクル手芸講座 

「みんなでチクチク縫ってみよう！」 

ﾌﾟﾗｻﾞ棟 2
多目的ｽﾍﾟｰｽ

定員 25 名
小学 4年生以上

（先着順） 
5/1 より受付 

木綿の古着やはぎれを持ち寄って、ペットボトルキャ

ップを利用したミニピンクッションを作りましょう！ 

持ち物：木綿の布・裁縫道具・リボンなど・ペットボトル

キャップ 

講師＆協力：ちくちくの会 

【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 

市民周知ビラの 〝キャッチコピー〟 を考えてみませんか？ 

現在ごみ減量推進課ではごみ減量のキャッチコピーを随時募集しております。 

例えば、「分ければ資源、まぜればゴミ」「分別のさ・し・す・せ・そ サッと洗って、しっかり分別、

すぐに出さずに水切りを、せっかくの資源を無駄にせず、それが私のゴミ減量」等などあります。 

みなさんがいつも身近に感じている事をキャッチコピーにしてみませんか。採用のキャッチコピーは市

報やホームページ、パンフレットなどの広報に使わせていただきます。 

なお、採用のお知らせは市報やホームページなどの掲載にて代えさせていただきます。 

FAXまたはメールでお寄せください。 

FAX：042-421-8586  Mail：gomigen@city.nishitokyo.lg.jp 

― ごみ減量のキャッチコピー随時募集 ― 


