
リサちゃん

回収拠点名 店舗形態 所在地 定休日 営業時間

民間施設

グルメシティ小石川店 スーパー 小石川3-27-16 無 24時間

増屋電気商会 電器店 大塚2-16-8 第1、3土・日・祝 9:00～18:00

フジ特販 電器店 大塚5-7-11 日・祝 10:00～19:30

コモディイイダ江戸川橋店 スーパー 関口1-47-12 無 9:00～23:00

ユニーク社 電器店 本郷1-35-30 土・日・祝 12:00～19:00

区の施設 文京シビックセンター・地域活動センター（9か所）・播磨坂清掃事業所

以下の施設（16か所）で回収しています！
（回収は施設が営業しているときに限ります。）

イクルちゃん

皆様のご協力を
よろしくお願い
いたします。

回収対象

文京区では、資源の有効利用を図るため、蛍光管の回収事業を始めます。
回収へのご協力をよろしくお願いいたします。

蛍光管の拠点回収が始まります！

※各施設とも、年末年始については休業となる場合があります。また、臨時で休業となる場合があります。
※蛍光管回収ボックスの設置について、ご協力いただける店舗を募集しています。詳しくは、リサイクル清掃課までお問い合わせください。

リサちゃんリサちゃん

蛍光管が割れないように、
買って来た時に入っていた箱に
入れるか、紙に包んで、

回収ボックスに入れてくださいね。

ご家庭から排出された直管型、環型、電球型の

●割れた蛍光管
●白熱電球など、蛍光管ではないもの

これらにつきましては、これまで通り
「不燃ごみの日」に出してください

回収できないもの

蛍光管回収ボックス

7月1日から

蛍光管
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★ごみ減量のアイデアなど、お気軽にリサイクル清掃課までご意見をお寄せください。



ごみダイエット通信第5号（2012年9月発行）で募集した「水切り器具を使用する
生ごみ減量モニター」ですが、44名の方にモニターを引き受けていただきました。
今回はその計測結果や感想についてお知らせします。

“生ごみ減量モニター”調査結果を報告します！

爽やかなグリーンで、初夏のおもてなしにオススメだよ！

◆材料（2人分）
　じゃがいも …………………1個
　たまねぎ …………………1/2個
　ブロッコリーの芯 ………1株分
　コンソメ ……………………1個
　水……………………… 1カップ
　豆乳…………………… 1カップ
　コーヒーフレッシュ ………1個
　塩………………………… 少々

◆作り方
　❶ じゃがいも、たまねぎ、ブロッコリーの芯は薄切りにする。
　❷  ①とコンソメ、水を鍋に入れ、材料が柔らかくなるまで煮た後、
 粗熱を取る。

　❸ ②をミキサーで混ぜ合わせる。
　❹ ③を鍋に戻して、かきまぜながら豆乳とコーヒーフレッシュを
 加え、塩で味をととのえる。

　❺ 冷蔵庫で冷やせば完成！

「ブロッコリー芯の冷製ポタージュ」
食材がムダなく使えるレシピ

付　録

　モニタリング調査では、上記のとおり生ごみカラットの高い減量効果を示す結果となりました。また、ア
ンケートでも83％のモニターが生ごみカラットの減量効果を実感しており、水切りの重要性を認識した
という感想が多くありました。
　一方で、しぼりっ子については、素材が固く絞りづらいという声が聞かれ、減量効果を実感したと答え
たのは全体の20％でした。
　ご協力いただいたモニターの皆さん、誠にありがとうございました！

◆生ごみカラットを使うと臭いもなくカラカラに乾いて、堆肥としても非常に有効であると感じた。
◆しぼりっ子はある程度力が必要で年配にはきつい。
◆地道な努力だが、大勢の人達が毎日心がける事で大きな力になると思う。

モニターの感想はこちら

水切り器具の使用前後の生ごみ重量（モニター合計）は、

生ごみカラット  76kg➡58kg（18kg減）　　 しぼりっ子  55kg➡52kg（3kg減） でした。
この結果、ごみ処理に要する経費は、10日間で約1,239円の節減となりました。
（キロ当たりのごみ処理経費：約59円）

10日間の減量結果は!?
生ごみカラット しぼりっ子

乾かして
23.6％
減量！

水分をしぼって
5.4％
減量！



リサイクル清掃課では、
ステージ・エコ（みんなのフリーマーケット）の際に
「おもちゃの病院」のおもちゃドクターに
壊れたおもちゃを修理してもらっています。
でも、おもちゃドクターってどんな人？
修理に出すときは、どんなことに気を付ければいいの？
「おもちゃの病院」代表の武

む

藤
とう

博
ひろし

さんに伺ってみました。

おもちゃドクターって何ですか？Q
A ３Ｒの理念をもとに、おもちゃを修理して活動している人をおもちゃドクターといいます。特に、おも

ちゃ修理を通じて、将来を担う子どもたちに希望と喜びを与えることになると信じて活動しています。

おもちゃの病院は有料ですか？Q
A 診察費は無料です。ただし、部品、材料、電池交換は実費を申し受けます。

おもちゃをおもちゃの病院に持ち込むときは、どのようなことに気を付ければいいですか？Q
A 説明書、付属品、または取れた部品等があればお持ちください。

また、おもちゃ本来の動きや症状をわかる範囲でお知らせください。

修理を受けられないおもちゃにはどのようなものがありますか？Q
A 安全面の配慮から修理をお引き受けできない商品があります。

また、故障の度合いや商品自体の経年などのため、修理できない場合があります。

おもちゃ修理の楽しさ、苦労話などありましたら教えてください。また、修理されたおもちゃで遊ぶ
子どもたちへのメッセージをお願いします。Q

A 修理できたおもちゃを受け取る子どもの喜ぶ姿を見ると今までの苦労が吹き飛び、それが喜びや楽
しみに変わります。いろいろなおもちゃの壊れた部品、材料等が合わなかったり不足したりした時に、
技術的にカバーして修理する時は苦労します。
子どもたちへのメッセージとしては、“自分の大好きなおもちゃを大事にしてね”。

実施日 会場

25年  7月27日（土） 区民ひろば

25年  9月20日（金） 区民ひろば

25年10月26日（土） 教育の森公園

25年12月13日（金） 区民ひろば

26年  2月21日（金） 区民ひろば

※開催時間 ：  区民ひろば（シビックセンター地下2階） 10:00～14:30
 教育の森公園 10:00～15:00

平成25年度おもちゃの病院　出展予定　お忙しい中、インタビューへのご協力
ありがとうございました。遊び親しんだ
おもちゃが、また使えるようになるのは
嬉しいですね。
　「おもちゃの病院」は右記の日程で
ステージ・エコに出展します。
　みなさんもぜひ、おうちにある壊れた
おもちゃ、動かなくなったおもちゃを
持ってステージ・エコにお越しください！

おもちゃの病院へようこそ！

おもちゃをおもちゃの病院に持ち込むときは、どのようなことに気を付ければいいですか？

また、故障の度合いや商品自体の経年などのため、修理できない場合があります。



夏休み！！

親子でエコなイベ
ントに

参加しませんか？

ステージ・エコ
親子フリーマーケット

エコクッキング＆
ガスの科学館見学

リサイクル夏休み
バス見学会

日時 ７月２７日（土）
10時～14時30分

８月１日（木）
10時40分～13時30分

8月21日（水）
8時～17時頃

場所 区民ひろば
（シビックセンター地下２階）

「がすてなーに ガスの科学館」
（江東区豊洲6-1-1）

共栄繊維本社工場
羽生水郷公園（さいたま水族館併設）
キヤッセ羽生（農業物産館等）

対象
区内在住・在勤・在学の保護者と

高校生までの子ども
（乳児は除く）

区内在住の小学生と保護者
小学4年生以上の

区内在住・在勤・在学者
（中学生以下は保護者同伴）

定員 30ブース 12組（2人1組） 50人

内容

親子でフリーマーケットに
出店し、リサイクルの
楽しさを学ぶ。
〈夏休み特別企画〉
●リサイクルイン文京
  「夏休みリサイクル工作教室」
●文京学院大学
  「リサイクルペーパーづくり」
●国体マスコットキャラクター
  「ゆりーと」登場！

親子で環境にやさしい
エコクッキングに挑戦。
〈メニュー〉
かんたんハヤシライス
カラフルベジスープ

実習後、ガスの科学館見学。

衣類リサイクル工場の見学や、
自然とのふれあいを通して、
身近な環境問題について考える。

費用 1ブース1,500円 1組1,000円 大人2,000円
中学生以下1,000円

申し込み
方法

往復はがき（1家族1枚・2人1
組）に「ステージ・エコ　イン区
民ひろば出店」・保護者と子ども
の住所・氏名（ふりがな）・年
齢・電話番号・フリーマーケット
の参加回数（在勤・在学者は勤
務先・学校名と所在地も）と返信
用にもあて先を明記して下記へ

電話またははがき・ＦＡＸに「夏
休み親子エコクッキング教室」・
住所・氏名（ふりがな）・年齢・
学校名・学年・電話番号を明記
し下記へ

電子申請（区ホームページまた
は携帯電話用区ホームページか
ら申込）または、はがき・FAXに
「リサイクル夏休みバス見学会」・
参加者全員の住所・氏名（ふり
がな）・年齢・電話番号（在勤・
在学者は勤務先・学校名と所在
地も）を明記し下記へ

締切 7月5日（金）必着 7月18日（木）必着 7月31日（水）必着

※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。

〒112-8555 文京区リサイクル清掃課　 
TEL 5803-1135 ／ FAX 5803-1356申込先

皆様のご応募
お待ちしています！

トップページ
（http://www.city.bunkyo.lg.jp/）

Bunkyoごみダイエット通信・
モノ友通信

くらしのガイド
「ごみとリサイクル」

「Bunkyoごみダイエット通信」は、町会・自治会をとおして回覧しています。そのほか、シビックセンター17階
リサイクル清掃課や区の施設に置いてあります。また、区ホームページからもご覧いただけます。

★この「Bunkyoごみダイエット通信」を読み終わって処分する時は、雑がみとして資源回収にお出しください。 印刷物番号 H0213002


