
○参加の申し込み　エコプラザ ☎5404－7764　FAX5404－7765
○事業について　みなとリサイクル清掃事務所ごみ減量推進係 ☎3450－8025

問い合わせ

ごみ減量・資源リサイクル特集号
平成27年
（2015年）11.1
☎3578‒2111㈹

℻   3450‒8063（みなとリサイクル清掃事務所）
http://www.city.minato.tokyo.jp

パパ・ママのための子ども服と本の交換会

12月12日（土）
午前10時30分～午後0時45分

❶洗濯した服・本を持って、午前10時30分までに、受け付けを済ませます。
❷ 服にメッセージを付け、テーブルに本とともに陳列します。
　楽しかった思い出を次の人に!!

区内在住・在勤者※お子さんと同伴でも参加可能

未就学児から小学生までの子ども服と本

無料の交換会となります
第1部：午前10時30分～正午
　100人（申込順）
　 持参した点数まで服を交換することができます。
　 ※ 服と本の持ち込みは何点でも可能です。ただし、持ち帰りの上限は

服は1組5点、本は3冊までです。

第2部：午後0時15分～午後0時45分（午前11時45分受け付け開始）
　第2部はフリータイムです。どなたでも服を自由に持ち帰れます。
服を1点でも持参した人は、1組5点まで、服を持参していない人は、1組
3点までお持ち帰りできます。本は、1組3冊までお持ち帰りできます。
第1部は、電話またはファックスで、12月4日（金）までにエコプラザへ。
第2部は、当日直接会場へ。 ☎5404－7764　FAX5404－7765
※ 申し込み時に住所・氏名・参加人数・電話番号をお伝えください。
※転売目的の参加はお断りします。

❶洗濯した服・本を持って、午前10時30分までに、受け付けを済ませます。
❷ 服にメッセージを付け、テーブルに本とともに陳列します。
　楽しかった思い出を次の人に!!

❶
❷
　楽しかった思い出を次の人に!!

メッセージといっしょに…大切な思い出を橋わたし

対 象
対象品目
費 用
定 員

申し込み

申し込みが終わったら…
　服と本は当日の開始時間前までに会場に持参してください。
　事前持ち込みがおすすめです。
　申し込み後、事前に服と本をエコプラザに持ち込めます。事前に持参した人は、午
前11時の集合になります（当日の流れ❸からの参加になります）。

会 場  エコプラザ
　　   （浜松町1－13－1）
ホームページ   http://minato-ecoplaza.net
交 通  JR浜松町駅北口　徒歩4分
　　   地下鉄大門駅B1出口　徒歩3分
　　   ※駐車場はありません。

●子ども服全般
　 （清潔で破損の少ないもの。クリーニ
ングの必要はありません。洗濯して
お持ちください）
　→パジャマ・靴も可能です。
　→ 肌着は新品未開封のものに限り
ます。

　※新品も歓迎します。

　　●子ども用の本
　　　 （破損の少ないもの）

●汚れている服
●使用済みの肌着
●カバン
●ぬいぐるみ 
●マタニティ服、マタニティ用品
●名前の記載があるもの

交換できるもの

交換
できないもの

 （清潔で破損の少ないもの。クリーニ
ングの必要はありません。洗濯して

　→ 肌着は新品未開封のものに限り

ングの必要はありません。洗濯して

　→ 肌着は新品未開封のものに限り

マタニティ服、マタニティ用品マタニティ服、マタニティ用品マタニティ服、マタニティ用品

❸交換会スタート！（午前11時）
❹ 新しいお気に入りの服や本をお探しください。
❺ 受け付けで持ち帰る服や本の点数を確認し終了です。
※ 詳しくは、申し込み後に送られる開催通知をご覧ください。
※持ち込み後は、交換が成立しない場合でも返却できませんので、ご了承ください。

当日の流れ

交換会で残ったものは…
　服： 区の古着回収でリユース（再使用）したり、雑巾・ウエ

ス等の材料としてリサイクル（再生使用）したりします。
　本： 区有施設で再利用、または古紙として溶解し、紙とし

てリサイクルします。

　交換会には参加せず、リユース ハート・ハート ブリッジに
子ども服・本を提供してくださる人を募集します。
　エコプラザ１階正面口のリユース ハート・ハート ブリッジ
専用ボックスへ直接いれてください。
※ リユース ハート・ハート ブリッジ専用ボックスは、古着の拠点回
収ボックス（黄色）とは別になります。ご注意ください。
※ リユース ハート・ハート ブリッジ専用ボックスに服や本を入れて
も参加申し込みとはなりませんので、ご注意ください。

いただいた物は
無駄にしません

 服にメッセージを付け、テーブルに本とともに陳列します。 服にメッセージを付け、テーブルに本とともに陳列します。

子ども服を当日持参する人

大切に
使ってね

子ども服を事前に持参する人はこちらから

二
次
元
コ
ー
ド

港区リユース
キャラクター

♥♥ハート・ハート♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ハート・ハートハート・ハートハート・ハート♥ハート・ハート♥♥ハート・ハート♥ハート・ハートハート・ハート♥ハート・ハート♥♥ハート・ハート♥ハート・ハートハート・ハートハート・ハートハート・ハートハート・ハート♥ハート・ハート♥♥ハート・ハート♥ハート・ハートハート・ハートハート・ハート♥ハート・ハート♥♥ハート・ハート♥ハート・ハート♥ハート・ハート♥♥ハート・ハート♥♥ハート・ハート♥♥♥♥ハート・ハート♥♥♥♥♥♥ハート・ハート♥♥♥♥ハート・ハート♥♥ハート・ハート♥♥ハート・ハート♥♥ハート・ハート♥♥ハート・ハート♥♥ハート・ハート♥♥ハート・ハート♥♥ハート・ハート♥♥ハート・ハート♥♥♥♥ハート・ハート♥♥♥♥ハート・ハート♥♥ハート・ハート♥ハート・ハートリユース　　 ブリッジ

♥♥ハート・ハートリユース　　 ブリッジ用の
　子ども服・本を募集します
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開催場所　 港資源化センター2階（港南5－7－1、港清掃工場敷地内）
開催時間　 午前9時30分～午後4時30分（日曜・毎月第3木曜、年末年始は休館）
交　　通　 都バス（品99）品川埠頭循環　品川駅港南口（東口）発→品川埠頭バス停徒歩1分
注） 車でのご来場はできませんのでご注意ください（清掃工場敷地内は一般車両の立ち入りはできません。 
また、専用駐車場はありません）。公共の交通機関をご利用ください。

※ 詳しくは港区ホームページをご覧いただくか、家具のリサイクル展事務室にお問い合わせください。

不用な家具は
 ありませんか

「家具のリサイクル展」開催中
　引き取った家具は、簡単な清掃・補修を
して「家具のリサイクル展」で展示し、大
きさや品質に応じて1000円から1万円で販
売しています（運搬料は別途自己負担）。
　通年で開催していますので、ぜひご利
用ください。
　購入は1回につき、1世帯で2点までとさ
せていただきます。

　「みえる号」は、ごみの減量やリサイ
クル等、環境への関心を高めてもらう
ための環境学習で活躍している、清掃
車の中身が見えるスケルトン車両です。
これは、清掃車の荷箱（清掃車後部のご
みを積み込む部分）の中身が見えるよう
に改造したもので、ごみがどのように
清掃車に積み込まれ、排出されるかが
外から見えるようになっています。
　みえる号は主に、小学4年生や幼稚
園児・保育園児を対象にした環境学習
において、疑似ごみの積み込み体験に
使用されています。園児や児童は、大
きな清掃車に驚きながらも、興味深げ

に、楽しそうに荷箱の中の様子に見入
っています。
　また毎年、みなと区民まつりの「子
どもの広場部会」で展示し、多くの人
に写真撮影や積み込み体験をしてもら
っています。
　この度、これまで活躍してきた初代
みえる号の老朽化を受け、9月に2代目
のみえる号が完成しました。10月のみ
なと区民まつりでお披露目となった2
代目みえる号は、訪れた皆さんの好評
を博すことができました。これから
も、新しくなったみえる号をよろしく
お願いします。

新しくなった「みえる号」をよろしくお願いします

みなとリサイクル清掃事務所作業係 ☎3450－8025
問い合わせ

　粗大ごみの削減と
資源の有効活用を図
るため、区内の家庭
で不用となった良質
な木製家具等を、査
定の上、状態が良い
ものは無料で引き取
ります。
申し込み方法
　必ず査定が必要です（予約制）。家具のリサイクル展事
務室までご連絡ください。
　査定の結果や、運び出しが困難（「エレベーターがな
い」「そのままでは玄関から出せない」等）な場合は、引き
取りができないことがあります。ご了承ください。

家具のリサイクル展事務室（電話受付時間：年末年始を
除く月曜～土曜　午前9時～午後5時） ☎3472－8186

問い合わせ

家具のリサイクル展事務室 ☎3472－8186
問い合わせ

みなとリサイクル清掃事務所作
業係 ☎3450－8025

問い合わせ

　地域環境の美化やごみの減量、資源化等に取り組んでいる資
源・ごみの集積所（マンションの場合は保管場所）を「港区優良集
積所」として、年1回表彰しています。

優良集積所の要件
　分別ルールおよび排出時間が守られている、区の収集後の清
掃等により清潔に保たれている等、他の模範となる集積所

推薦方法
　電話で、11月28日（土）までに、要件に該当する集積所を推薦し
てください（自薦、他薦は問いません）。

※ ご推薦いただいた集積所
の取り組みを区職員が確
認の上、選考により決定
します。

資源・ごみの優良集積所を
募集します

みなとリサイクル清掃事務所作
業係 ☎3450－8025

問い合わせ

　スプレー缶等の可燃性ガスや充
電式バッテリー・ボタン電池は、
清掃車火災の原因となります。清
掃車の火災防止のため、次のよう
にお出しいただくよう、ご協力を
お願いします。

スプレー缶・カセットボンベ・
ライター

出し方
（1）中身を使い切ってください。
（2）他のごみとは別の袋に入れ、
「キケン」や「スプレー缶」とごみ袋
に貼り紙を貼付してください。
（3）不燃ごみに出してください。
※スプレー缶等に穴を開ける必要
はありません。

　中身を使い切れない場合は、お
問い合わせください。

携帯電話やデジタルカメラ等の
充電式バッテリー・ボタン電池
廃棄方法
　ごみとして出すことはできませ
ん。販売店にお持ちください。

清掃車の火災防止に
ご協力ください
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