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8月3日土・8月4日日
分類や出し方に条件があるため、中身や状態を確認のうえ回収します。

おたずね／環境政策課　☎２１‐６５３５

古着・バッグを回収します !

生ごみの堆肥化実践教室

こどもエコクラブ募集中！

ごみの減量化とリユース推進のため、古着・バッグの回収を実施します。

※どの回収場所へ持ち込まれても構いません。

※ハンガーやクリーニングの袋等は外してください。
※古着は、必ず破れにくい透明なビニール袋に入れて回収場所へお持ちください。

こどもエコクラブ　キララスカイ
昨年のポイ捨て禁止啓発グッズ配布活動の様子

8月3日（土）

7月28日（日）１０：00～１２：00

8月4日（日）
  ９：００～１０：００　出雲市役所（西側第２駐車場）
１１：００～１2：００　朱鷺会館駐車場（第２駐車場）

●開設日時：毎週土・日曜日　8：30～17：00
　※他地域の人も持ち込みができます。
　※年末年始など開設しない場合があります。

※拠点回収に持ち込みできるのは古着のみです。カバンの持ち込みはできません。

  ９：００～１０：００　平田行政センター駐車場
１１：００～１2：００　湖陵行政センター駐車場
１4：0０～15：0０　大社行政センター駐車場
16：00～17：00　佐田行政センター駐車場

回収日時 回収場所と

回収条件（古着・バッグ共通）

【衣   類】トレーナー（スウェット）、セーター、シャツ類（Ｔシャツ、ポロシャツ、ブラウス等）、ジャケット、コート、
ジャンパー、スーツ、スポーツウェア、スラックス、ジーンズ、スカート、ワンピース、子ども服　など

【バッグ】ショルダーバッグ、ボストンバッグ、ハンドバッグ、クラッチバッグ、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

拠点回収について

と　き

５00円（材料費の一部）参加費 ７月１０日㈬申込期限

斐川環境学習センター（アース館）ところ

小学生と保護者（定員１０組）対象者

畑などで堆肥化を実践するための木箱とボカシ作りをします。できたものは、持ち帰りができます。内　容

回収する古着・バッグの種類

斐川行政センターおよび斐川地域各コミュニティセンターの
リサイクルステーション

●回収日時：月曜日～金曜日　8：30～17：15
　※多伎地域の人のみ持ち込みできます。
　※年末年始・祝日は回収しません。

多伎コミュニティセンター窓口

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、回収条件をご確認ください。

① 洗濯（クリーニングを含む）してあるもの。（古着のみ）
② 汚れ（シミ等）や変色がないもの。
③ 擦り切れた部分や穴の開いた部分、
　 また補修痕等がないもの。
④ ファスナーがきちんと開閉するもの。

⑤ 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。
⑥ ポケット等に私物が残っていないもの。
⑦ ネームの入っていないもの。
※上記の条件を満たさないものは引き取れません。

回

　収

し
ま
す

【衣   類】ハギレ、作業服、和服・着物、下着類、ふとん類、カーテン、カーペット、学生服、武道着、くつ、ベルト、
クッション、トイレカバー、靴下、耳あて、帽子類、ガウン、スキーウェア、つなぎ、カッパ、白衣、
座布団カバー、野球のユニフォーム、雨合羽、ゴム製品　など

【バッグ】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、綿や麻の布製バッグ、巾着袋、
紙製バッグ、手づくりバッグ

回

　収

し
ま
せ
ん

検 索出雲エコなび

発行：環境政策課・環境施設課
http://izumo-econavi.com

夏場のエアコンは効率よく使用しましょう!!夏場のエアコンは効率よく使用しましょう!!
　いよいよ、本格的な夏を迎えます。蒸し暑くなるこの季節は、
エアコンの使用頻度が増え、電力使用量が年間で最も多くなり
ます。夏場における在宅世帯の昼間電力消費量の6割近くはエ
アコンが占めています。
　家庭や事業所での適切な室温管理と、効率的なエアコンの
使用で、快適でオトクな夏を過ごしましょう。
　エアコンはちょっとした工夫で効率的に使用できます。その
一例を紹介しますので、参考にしてください。

　幼児から高校生まで、誰でも結成・参加できる環境活動のクラブです。環境保全活動や環境学習を通して、
子どもたちが人と環境のかかわりについて幅広い理解を深め、自然を大切に思う心や、環境問題解決に自ら考
え行動する力を育成し、地域の環境保全活動の環を広げることを目的としています。出雲市の登録エコクラブは、
現在 8 クラブあり（平成 31 年 3 月末時点）、野菜作りや地域の清掃活動、生き物調査など積極的に取り組む
様子が随時報告されています。

〇家族で 1 部屋に集まり、
クールシェアをしてみま
しょう。

〇冷房時の室温を適切に管
理しましょう。
　また、扇風機などを併用し、
空気を循環させましょう。

〇グリーンカーテンや
よしずで直射日光を
遮りましょう。

〇室内機をこまめに掃
除しましよう。

効率的に使用する工夫

こどもエコクラブって何するの？

　メンバー（3～18歳）と、サポーター（保護者や先生な
ど活動を支える20歳以上の大人）が1人以上いれば登録
できます。
（登録料・年会費は無料、随時受付）
こどもエコクラブサイトから登録するか、
環境政策課の登録用紙を提出してください。
登録先：こどもエコクラブ全国事務局
http://www.j-ecoclub.jp/

登録するには？

　活動に役立つツール ( 活動記録シートやメールマガジ
ン )が届きます。活動を報告するとスタンプがもらえ、
5個集めると「アースレンジャー」になれます！

登録すると

家電別在宅世帯の夏の電力使用割合
出典：資源エネルギー庁

エアコン
58.0%冷蔵庫

17.0%

テレビ 5.0%

照明 6.0%

パソコン 0.4%
温水洗浄便座 0.6%

待機電力 3.0%

その他
10%

おたずね／ＮＰＯ法人かえる倶楽部　☎・ＦＡＸ２５ー７００３　●担  環境施設課

おたずね／環境施設課　☎２１‐６988
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