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２０１３ 八王子環境フェスティバル
6月1日（土）に開催！

■日時 ６月１日（土） 午前１０時から午後5時まで
■会場 八王子駅北口西放射線ユーロード、南口とちの木デッキ上

毎年環境月間である6月に、市民や事業者の皆さん
とともに「八王子環境フェスティバル」を開催してい
ます。この催しは、大人から子どもまで楽しみなが
ら環境について学べるイベントで、今回で２０回目
を迎えます。

ダンボールコンポスト講習会参加者募集!

環境市民会議の会員募集

ダンボールコンポストは、ベランダや軒下にダンボール箱を設
置し、基材（発酵促進剤）を入れ、そこへ毎日生ごみを入れるもの
で、手軽にたい肥を作ることができます。
生ごみを減らすために、たい肥を作ってみませんか？
初めて購入する方には、ダンボールコンポスト1セット分の購入
費を補助します（送料は自己負担）。ぜひご参加ください！
対象者

環境市民会議は、市内6地区
において、地域の環境を良くしよ
うと活動しています。
市内在住・在勤・在学の方なら
どなたでも参加できます。

はちおうじの環境を みる・きく
・考える

みんなで楽しく遊ぼ〜！
クイズあり、
じゃんけん大会もあるよ！
参加すれば賞品がもらえるよ！

八王子
スクエアビル

射線
ユー
ロ

❶
スポーツ祭東京2013
マスコットキャラクター
「ゆりーと」

家庭用生ごみ処理機器などの購入費を補助
▲環境市民会議主催の自然体験講座

問い合わせ 環境政策課(☎
620・7384、FAX626・4416)

環境学習室
温暖化防止センター
申し込み・問い合わせ 〒192-0906 北野町596-3
（あったかホール２階）
☎656・3054、
656・3103 FAX631・9422

6 月 の 催 し ♪
① 2日（日）
13:00〜16:00
親子で川の生きものと水質調査
② 13日（木）
13:30〜15:30
江戸東京野菜ものがたり
〜地産地消 よみがえる旬の力〜
③ 28日（金）
10:00〜14:00
エコひろばのエコロジークッキング
会場 ①と②はエコひろば、③は台町市民
センター調理室
申し込み方法 電話またはFAXでエコひろばまで

大募集! 簡単!

ちゃちゃっと

エコレシピを募集します。時短ワザや、残り物を利用した
アイデア光るレシピを教えてください。
『みんなのエコレシ
ピ集』を作成します。はがきまたはFAXでエコひろばまで
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❶ ❷ 花苗配布

八王子市
リサイクルマスコット
「クルリ」

八王子駅
至高尾駅

南口

❷

❶ 太陽電池で走らせよう
晴れたらいいね！プラレールのソーラー
カー。
はちおうじ省エネ国に参加して『マイは
し袋』をもらおう！

燃料電池機関車に乗ろう!（雨天中止）
省エネカーといっしょに写真を撮ろう！
草木染にもチャレンジ！

問い合わせ 環境政策課(☎
620・7384、FAX626・4416)

これ からも

皆さんが育てたみどりのカーテンの写真を募集します。
対象 市内でツル性の植物を使い、
みどりのカーテンを設置し
ている方や団体
応募用紙の配布場所 ５月31日から市役所2階環境政策
課、各事務所・市民センター、エコひろばまたはエコ
ひろばのホームページ
応募期間 7月1日〜8月31日（必着）
申し込み 応募用紙に必要事項を記入し、みどりのカー
テンを撮影した写真を貼って、直接または郵送でエコ
ひろばへ

はちおうじ省エネ国キャラクター
えこちゃん

平成24年度みどりのカーテン
コンテスト最優秀賞受賞作品

住宅部門

夏の節電対策

節電は地球温暖化防止につながります。
さあ、一緒に取り組みましょう！
設定温度はなるべく高め
に
（目安は28℃）
。

「省エネチャレンジ（家庭の省エネ運動）」参加世帯募集

「みどりのカーテンコンテスト」参加者募集

とちの木
デッキ

❷ 機関車や省エネカー
がやってくる

エコひろばには、皆さんの環境学習の拠点となる「環
境学習室」と市民・事業者・市が一体となって考え、温暖
化防止に取り組む活動拠点である「温暖化防止センタ
ー」があります。環境学習室では環境に関する講座を毎
月開催し、温暖化防止センターでは、省エネに関する研
修会やイベントを開催しています。

電気の使用量が大きく増加する夏の期間（７・８月の２
か月）に、家庭での省エネに取り組む運動です。
対象 市内の世帯
募集 協力いただける町会・自治会などの団体を募集します。
問い合わせ 参加、取り組みについての相談は５月31日
までにエコひろばへ

まちに花とみどりを

北口

復興支援に協力しよう！

申し込み・問い合わせ ごみ減量対策課(☎620・
7256、
FAX626・4506)

あなたの
エコレシピ

©
八王子ご当地
キャラクター
「たき坊」

❶ 福島県から
「ＪＡしらかわ」
による物産展

市では家庭用生ごみ処理機器などを購入した世帯に、
購入費の一部を補助しています。ダンボールコンポストや基
材（発酵促進剤）も補助対象です。

ブースをまわりながらクイズに答えて賞品
をゲット！午前10時から・午後2時から

〜あなたが地球のためにできること〜

開催日

定員・費用 各回70名（先着順）
・無料
申し込み 6月の講習会は5月31日まで、
7月の講習会は6月28日までに電話
またはFAXでごみ減量対策課まで

エコシティ八王子

❶ ❷ キャラクター大集合!

❶ ❷ 環境発見スタンプラリー

西放

時間
会場
10時〜12時
南大沢市民センター
初心者
6月8日（土）
14時半〜16時半 クリエイトホール
すでにダンボール
10時〜12時
南大沢市民センター
コンポストを始めて 7月13日
（土）
14時半〜16時半 クリエイトホール
いる方
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環境フェスティバル会場案内図

窓の外でみどり
のカーテンを育
てたり、すだれや
よしずを使って
日光を遮ろう。

エアコンは効率よく使おう！
・フィルターの掃除はこまめに
・扇風機と一緒に使おう

家 族 が 同じ
部 屋で過ご
して、エアコ
ンの 使 用 台
数 を 減 らし
ましょう。

夏の１日における電
気使用のピークは午
後1時から4時頃。
消費電力の大きい家
電製品は使う時間帯
を工夫しましょう。

ポイント
夏の冷房時には熱の7割が
窓 から入ります。外からの
熱を遮る工夫をしよう！

団体部門

ポイント

冷房以外にも、もちろん省エネ！
・冷蔵庫に物を詰め過ぎない
・必要ない照明はこまめに消す など

（注）
健康に支障のない範囲で取り組みましょう。
特に体の弱い方や乳幼児・高齢者のいる家庭では気を付けてください。
エコシティ八王子
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７円

金属くず

10円

※１生きびん＝一升びんやビールびんなど、
洗って繰り
返し使用できるびん
※２雑びん＝コーヒーやジャムのびんなど、
砕いて再利用
するびん

資源集団回収実施団体
に補助金を交付します

30円

スプレー缶・カセットボンベ・
ライターは中身を使い切って

品目

単位 単価

新聞紙

７円

生きびん
（※１）

30円

雑誌

雑びん
７円 （※２）

ダンボール 1kg

７円

24

単位 単価

▲

▲

問い合わせ ごみ減量対策課
FAX６
︵☎６２０・７２５６︑
２６・４５０６︶

えこちゃん・グリちゃん

発行：八王子市 発行日：平成25年5月15日
企画・編集：環境部環境政策課
〒192-8501八王子市元本郷町三丁目24番1号 ☎620・7384 FAX626・4416

エコシティ八王子
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アルミ缶

布類

15円

牛乳パック

スチール缶 1kg 10円

平成 年3月 日午前 時 分頃︑
戸吹不燃物処理センター内で火災が発
生しました︒
現場で黒く焦げたカセットコンロ用
のガスボンベが見つかったことから︑
これが火災の原因と考えられます︒
スプレー缶・カセットボンベ・ライ
ターを捨てるときは︑必ず中身を使い
切ってください︒また︑スプレー缶な
どが入っていることがわかるよう︑不
燃ごみ専用袋に貼り紙をして出してく
ださい︒
ガスが残って処理にお困りの方は︑
ごみ総合相談センターまで︒

スプレー缶

10

焼け跡から出てきた
カセットボンベ

30

こんなふうに
貼り紙をして
出してね
不燃ごみ専用袋

30円

市では︑資源集団回収を実施
している団体へ補助金を交付し
ています︒皆さんの地域でも集
団回収を始めてみませんか？
登録は随時受け付けています︒
平成 年度は約 ４００団体が
登録しています︒
交付の条件は以下の４項目です︒
１ 資源集団回収事業実施団
体として登録をしていること︒
２ 回収は︑年3回以上実施し
ていること︒
３ 家庭から排出される資源物
を自主的に回収していること︒
４ 営利を目的としないもの︒

消火作業

補助金交付対象品目及び単価

品目
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問い合わせ ごみ総合相談センター︵☎
６９６・５３５３︑
ＦＡＸ６９２・０９００︶

▲

これらは、
不燃ごみじゃなくて
可燃ごみで出してね!
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エコシティ八王子

不燃ごみは3種類﹁せともの・ガラス・金属類﹂
不燃ごみの中身を見ると︑
マークのついていないプ
ラスチック製品やゴム・皮製
品などの可燃ごみ︑資源物で
ある容器包装プラスチック
など︑不燃ごみではないもの
が ％も混ざっていました
︵平成 年度組成分析結果よ
り︶︒
不燃ごみとして出せるも
のは﹁せともの︑ガラス︑金属
類﹂です︒
入れ間違いがないか確認
をお願いします︒

問い合わせ ごみ総合相談セ
ンター︵☎６９６・５３５３︑
Ｆ
ＡＸ６９２・０９００︶

ごみ収集車でも啓発しています
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