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○タイヤの空気圧をチェックしよう！
　安全点検も含め、定期的にチェックしましょう。

○不要な荷物はおろそう！
　車の燃費は、荷物の重さに大きく影響されます。使用しない外装品は外しましょう。

○渋滞を避け、余裕をもって出発しよう！
　出かける前には、渋滞・交通規制などの交通情報や地図・カーナビなどを活用して行き先やルー
トを確認し、時間に「余裕」をもって出発しましょう。

１1月はエコドライブ推進月間です。１1月はエコドライブ推進月間です。

いずも古着市2017を開催します！！いずも古着市2017を開催します！！

１0月は３R（スリーアール）推進月間です。１0月は３R（スリーアール）推進月間です。

【平成28年度エコ川柳コンテスト大賞作品　笠谷真文さん（斐川町阿宮）作】【平成28年度エコ川柳コンテスト大賞作品　笠谷真文さん（斐川町阿宮）作】
「エコドラで  こころもねんぴも かるくなる」「エコドラで  こころもねんぴも かるくなる」

１１月１８日（土） １３：００～１５：００１１月１８日（土） １３：００～１５：００

会 場：朱鷺会館
（西新町２丁目２４５６-４）
会 場：朱鷺会館
（西新町２丁目２４５６-４）

とと きき かいかい かんかん

【引き取れる古着・バッグの種類】【引き取れる古着・バッグの種類】

引取条件（古着・バッグ共通）引取条件（古着・バッグ共通）

　エコドライブとは燃費を良くするとともに、自然環境に気をつかい「心にゆとり」
のある運転を心掛けることです。「心にゆとり」のある自動車運転をすることで、環
境やお財布にやさしいのはもちろんですが、交通安全にもつながり、一石三鳥の効果
があります。エコドライブをするのに特別な知識や高度な技術は必要ありません。
　今日から取り組めるエコドライブのポイントをご紹介しますので、秋の行楽シーズ
ンにエコドライブでお出かけしてみましょう！

　お持ち込みいただいた古着・バッグを無償で引き取り、お求
めの方へ販売します。
　今年は、バッグの引き取り・販売も実施します。（来年の実施
は未定です。）

古着・バッグとして再利用できるものをお持ちください。
詳しくは、引取条件をご確認ください。
古着・バッグをお持ちいただいた方には、翌日に使用で
きる無料購入券１枚を差しあげます。
※同時に古着市で販売を希望されない古着・バッグを無料で回収し
ます。ただし、引取条件は販売用と同じです。

※会場には、お買い上げ商品を入れる袋等は用意しませんので、
　ご自身で、マイバッグ等の準備をお願いします。

　ごみを減らして、ごみの処分による環境への悪い影響を少なくし、限りある地
球資源を有効に使うことで、循環型社会の実現をめざしましょう。
　マイバッグを持参してレジ袋を断る、詰め替え商品を選ぶ、資源ごみ（飲料用
空き缶・ペットボトル・空きびん・古紙など）はリサイクル回収へ出すなど、身近
なところから取り組みましょう。
※３ R とは…①発生抑制（リデュース）、②再使用（リユース）、③再生利用（リサイクル）の頭文字で表した循環型社会

構築に関するキーワードです。

おたずね／出雲市省エネルギービジョン推進協議会事務局（環境政策課内） ☎２１－６５３５

おたずね／いずも古着市実行委員会事務局（環境施設課内） ☎21－6988  ＦＡＸ 21－6597

種　別 〇引き取ります

トップス 下着類、羽織

※古着は、男性用・女性用・子ども用に分類してお持ちください。
※ハンガーやクリーニングの袋等は引き取りません。

※上記の条件を満たさないものは引き取りません。

バッグ

その他

運転運転
前前にに

引き
取り
引き
取り

１１月１９日（日）   ９：００～１２：００１１月１９日（日）   ９：００～１２：００
販売価格　１枚（個）１００円販売価格　１枚（個）１００円

販売販売

走行走行
時時にはには

走行走行
後後にはには○自分の燃費を把握しよう　日々の燃費を記録・把握することで、自分のエコドライブ効果が実感できます。

平成29年度エコ川柳コンテストの作品を募集中（10/31締切）です。
詳しくはおたずねまたは市環境HP「出雲エコなび」までお願いします。

○ふんわりアクセル・オン！
　最初の5秒間で時速20㎞を目安に、アクセルはぐっと踏み込まず穏やかに踏んで発進しましょう。

○車間距離をあけて、加速・減速の少ない運転を心掛けよう！
　燃費のいい運転のコツは、一定の速度で走ることです。走行中は、前の車と車間距離をゆったり
と開けて走りましょう。

○減速時は早めにアクセル・オフ！
　信号が変わるなど停止が前もってわかったら、早めにアクセルから足を離しましょう。

○エアコン（A/C）は適切に使用しよう！
　夏場は、エアコンを使用する前にドアや窓を開放して、車内の空気を入れ替えましょう。

○ムダなアイドリングはやめよう！
　10分間のアイドリングで、130CC 程度の燃料を消費します（エアコンOFFの場合）。待ち合わせ
や荷物の積み下ろしなどによる駐停車の際は、エンジンを切ったほうが節約になります。

○走行の妨げとなる駐車はやめよう！
　交通の妨げとなる場所での駐車は、他の車の燃費を悪化させるばかりか、渋滞や交通事故の原因
にもなります。

ジャケット、コート、ジャンパー、シャツ類（Ｔシャツ、ポロ
シャツ、ブラウス等）、セーター、トレーナー（スウェット）

ハンドバッグ、ショルダーバッグ、ボストンバッグ、リュッ
クサック、セカンドバッグ、ブリーフケース、ボディバッ
グ、クラッチバッグ

×引き取りません

スーツケース、キャリーバッグ、ゴルフバッグ、
エコバッグ、化粧ポーチ、綿や麻等の布製
バッグ、巾着袋、紙製バッグ、手づくりバッグ

腰に巻くもの
手足につけるもの
首に巻くもの
身につけるもの
全身を覆うもの
ボトムス

ゴム製品全般、スキーウェア、
学生服、体操服

ベルト
手袋、靴下、靴

作業服（つなぎ含）、着ぐるみ、合羽
下着類、袴

子ども服、スポーツウェア

ネクタイ、マフラー、スカーフ
帽子、バンダナ、エプロン
和服（浴衣を除く）、ワンピース、ドレス、ジャージ
スラックス、ジーンズ、スカート

❶洗濯（クリーニングを含む）してあ
るもの。（古着のみ）
❷汚れ（シミ等）や変色がないもの。
❸擦り切れた部分や穴の開いた部分、
また補修跡等がないもの。
❹ファスナーがきちんと開閉するも
の。
❺ボタン等の欠落がなく、また縫付等
の部分に緩みがないもの。
❻ポケット等に私物等が残っていな
いもの。
❼ネームの入っていないもの。
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