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「もったいない」が
合言葉！
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　当協議会は朝霞市リサイクルプラザを拠点に ｢ごみの減量化｣｢５Ｒ
（リデュース・リユース・リサイクル・リフューズ・リペア）の啓発」
に取り組んでいる市民ボランティアの会です。
　環境にやさしい５Ｒ事業を企画運営し、朝霞市（行政）と市民との
パートナーシップ（協働）を実践しています。朝霞市のごみ減量の一
端を担うべく、スタッフ一同、環境の改善を目指しています!!

朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会とは



310年のあゆみ

　平成12年７月「リサイクルプラザ」誕生と共に産声を上げ
たリサイクル企画運営協議会、市民公募で集まったボラン
ティアたちが右往左往してごみ減量啓発に動きだしました。
　大量生産、大量消費、大量廃棄から発生する公害を改善す
るための市民活動であり、行政と市民の『協働』という新し
い理念を掲げ共に循環型社会の構築を目指しての出発でした。
　にわかに注目を浴びた環境問題、大気汚染や水質汚染、大
量の廃棄物処理、温暖化と市民ボランティアには重すぎる課
題満載のなか試行錯誤し、現在の体制を整え「我々市民ので
きることから進めよう」と手探りながら活動が開始されたも
のです。
　「分けたら資源、混ぜたらごみ」を合言葉に分別しリサイ
クルの工程を分かりやすく実践と展示、また、環境大学のよ
うな学習を合わせることで市民に問題提起を図りました。
　10年の歳月の中、化石燃料から新エネルギーへ、森林破壊、
生態系破壊、車の排気ガス、砂漠化など地球規模で突き付け
られていく環境問題、日々変わる価値観を仕分けながら私た
ちに課せられたリサイクルという小さなカテゴリーの中を必
死に前進を続けました。
　特に協議会の特徴である事業のすべてを主体的に企画立案
し、市民に向けて理解を頂くための廃棄物減量活動はやりが
いがあり達成感のあるもので、情熱を注いで余りある活動で
あったことを嬉しく思います。
　環境問題は地域や国だけではなく地球規模の問題であるこ
とから、廃棄物問題だけを固持するのではなく柔軟な姿勢で
学習し実践してきたことは間違いなかったと思います。
　近隣市の多くのボランティアの方々、専門知識を授けてく
ださった講師の皆様、事務局として支えてくださった市の担
当者の方々へ、10周年を迎えるにあたり私共の活動を理解
し支えて頂きましたことに深く感謝申し上げます。後輩に繋
ぐ良好な環境改善活動への基礎を少しばかり築けたのではと
自負し、ここに10年の総括を行い更なる発展を期待して記
念の数々を紡ぎ出させて頂きました。

循環型社会づくりに
一役買って！

朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会
会長　川野紀代美

　日ごろより市民の皆様には、リサイクルプラザをご利用頂
き厚く御礼申し上げます。
　さて、リサイクルプラザはごみの減量化・再資源化をより
一層推進するための情報拠点として、平成12年７月に開所
してから皆様のおかげをもちまして、今年の７月で丸10年
が経過いたしました。
　このリサイクルプラザは、１階にはリサイクルショップ、
リサイクル家具コーナー、シルバー工房、本のリサイクルコー
ナー等を設置しており、２階にはリサイクル情報図書コー
ナー、不用品情報交換コーナー、リサイクル体験コーナーが
設置してある他、３階にはリフォーム工房、リサイクル工房、
リサイクル活動室を設置しており各種講座や講演会、会議な
どの環境学習活動ができる施設となっております。
　また、事業運営につきましては、プラザの開所時からリサ
イクルプラザ企画運営協議会のスタッフの方たちが、行政と
密接に連携を図りながら市民主体で活動し、循環型社会の構
築に向けてご協力を頂いているところでございます。
　現在では、スタッフの方々が講師となって衣類のリフォー
ム、さき織り教室、固形石けんづくり、布ぞうり作り等の各
種講座の開催の他、リサイクルプラザ情報誌（年４回）発行、
毎月発行のチラシ（エコネットあさか）により講座受講者を
募り、各種講座の開催を年間約50回実施して頂いております。
　今回、設立10周年記念誌を発行することができたことは
大変喜ばしいことで、市民団体として10年もの長い間、継
続して活動を続けてこられたことに対し、川野会長はじめス
タッフの方々に深く感謝申し上げます。
　今後におきましても、リサイクルプラザを情報拠点として
循環型社会の構築に向けて、リサイクルプラザ企画運営協議
会の川野会長はじめスタッフの皆様のご協力をお願いすると
ともに、市といたしましても、更なる循環型社会の構築に向
けて努めて参る所存でございます。
　この度は、「10周年記念誌」の発行、誠におめでとうござ
いました。

設立10周年に向けて

朝霞市長　富岡　勝則
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時代の変遷
１月 ◦コンピューター 2000年問題
４月 ◦介護保険スタート

７月
◦新紙幣二千円札発行
◦九州・沖縄サミット開催
◦三宅島雄島噴火

９月 ◦シドニー五輪開催
12月 ◦BSデジタル放送開始

協議会のあゆみ 

７月

◦朝霞市リサイクルプラザオープン
　�オープニングセレモニーに続きオープニング
イベント

◦廃油で石けん作り、衣類のリサイクルなど
　
11月 ◦固形石けん作り出張講座（朝霞八小）

12月 ◦エコクリスマス
　不用品でクリスマスツリー作り

2000年（平成12年）
▲リサイクルプラザ（エコネットあさか）全景

エコネットあさか

７月　オープニングセレモニー



510年のあゆみ

　平成12年７月１日「朝霞市リサイクルプラザ」が
誕生いたしました。
　愛称は「エコネットあさか」。「人に、街に、自然に、
地球にやさしい心を結び、ぬくもりに満ちた明日の
朝霞を創るように！」と願って名づけられました。
　当時の写真とともに10年のあゆみを振り返ります。

時代の変遷
１月 ◦米国大統領にブッシュ氏就任
２月 ◦ハワイ沖えひめ丸事件発生

４月 ◦「家電リサイクル法」スタート
◦小泉内閣が発足

９月 ◦米国で 9・11同時多発テロ発生
10月 ◦野依良治氏にノーベル化学賞
12月 ◦皇太子ご夫妻に敬宮愛子内親王ご誕生

協議会のあゆみ 

２月 ◦第 1回　環境大学スタート　
◦リサイクル川柳・標語受賞作品　表彰式

４月 ◦第 1回　総会開催
　
５月 ◦市内小学校のプールで「ヤゴ救出作戦」

７月 ◦一周年記念イベント開催
◦夏休み子ども月間開催

　

12月
◦固形石けん作り出張講座（朝霞九小）
◦�エコクリスマス
　ペットボトルでクリスマスツリー作り

2001年（平成13年） ５月　市内小学校のプールで
「ヤゴ救出作戦」

10年のあゆみ

12月　第九小学校で開催された
手作り固形石けん講座

12月　エコクリスマスペットボトルでクリスマスツリー
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協議会のあゆみ 
２月 ◦第２回　環境大学（４日間開講）

４月 ◦第２回　総会開催（新体制スタート）

７月

◦不用品無料交換会
◦夏休み子ども月間
　リサイクル環境マップ作り�
　グリーンコンシューマについて学習など

　　　
８月 ◦黒目川の川まつりに参加

10月

◦３Ｒ推進月間企画
◦エコバッグモニターキャンペーン
◦講演会「朝霞市のリサイクル現状と課題」
◦�講演会「北区エコー広場館／発足の経緯と活
動」

◦�スタッフ研修「太平洋セメント埼玉工場・熊
谷工場」見学　　

　　　

11月������ ◦固形石けん作り出張講座（朝霞九小）　◦朝霞八小　秋まつり参加

時代の変遷
２月 ◦冬季五輪ソルトレイクシティ大会開催
４月 ◦週５日制ゆとり教育がスタート
５月 ◦FIFAサッカーW杯日韓共催
９月 ◦日本の首相が初訪朝、日朝首脳会談

10月 ◦小柴昌俊氏にノーベル物理学賞
◦田中耕一氏にノーベル化学賞

2002年（平成14年）

7 月　不用品無料交換会

10月　リサイクルおもちゃで遊ぼう

10月　太平洋セメント工場を見学

８月　黒目川の川まつりに参加



710年のあゆみ

１月　初のフリーマーケット

協議会のあゆみ 

１月

◦�第１回　出張フリーマーケット（産業文化セ
ンターにて）

　売上金の一部を「緑の基金」へ寄付�
◦冬休み子ども講座開催
　�環境かるたとり、リサイクルで昔のおもちゃ
作り　など

２月 ◦第３回　環境大学（４日間開講）

４月 ◦第３回　総会開催
　　　
７月 ◦固形石けん作り出張講座（朝霞九小）

８月
◦夏休み子ども工房
　リサイクルいかだで遊ぼう
　牛乳パックで紙すき、缶ポックリ作り　など

９月 ◦さき織り研究会発足・練習会はじまる　　
　　　

10月

◦エコバッグキャンペーン
　�（市内スーパー店頭にて手作り石けんと
　エコバッグ配布）
◦朝霞市クリーンセンター見学

11月

◦�スタッフ研修「松屋フーズ」「川本町堆肥セン
ター」見学

◦�第２回　出張フリーマーケット（産業文化セ
ンターにて）

12月 ◦子どもエコクリスマス　　

時代の変遷
２月 ◦NASAコロンビア号事故発生

３月 ◦イラク戦争勃発
◦�米アカデミー賞受賞「千と千尋の神隠し」

４月 ◦SARS集団発生、世界で流行
７月 ◦�イラク復興支援特別措置法成立、自衛隊派遣へ
10月 ◦鳥インフルエンザ感染発生

12月 ◦�地上デジタル放送が東京・大阪・名古屋で開
始

2003年（平成15年）

１月　フリーマーケット出店者から
の寄付金を「緑の基金」へ

７月　第九小学校で開催された手作
り固形石けん講座

10月　エコバッグ
・キャンペーン

11月　川本町でのスタッフ研修



エコネットあさか10年のあゆみ

8 エコネットあさか

８月　子ども講座
「牛乳パックで紙すき」

２月　環境大学での熱心な講義

４月　「さき織り」公開講座

協議会のあゆみ 
２月 ◦第４回　環境大学（３日間開講）

４月 ◦第４回　総会開催
◦さき織り公開講座はじまる

８月 ◦夏休み子ども講座
　　　

10月

◦第３回　リサイクル作品展
◦�第３回　出張フリーマーケット（産業文化セ
ンターにて）

　�売上金一部・一般寄付金を「新潟県中越地震」
義援金へ寄付

12月 ◦スタッフ研修「川口リサイクルプラザ」見学
◦エコクリスマス（クリスマスリース）

時代の変遷
１月 ◦自衛隊のイラク派遣開始
４月 ◦イラク日本人人質事件発生
５月 ◦�小泉首相再訪朝、拉致被害者の家族５人帰国
８月 ◦アテネ五輪開催
10月 ◦新潟県中越地震発生
11月 ◦�一万円札、五千円札、千円札の新紙幣発行

12月 ◦日本国内で鳥インフルエンザ感染確認
◦スマトラ島沖地震発生

2004年（平成16年）

10月　「衣類のリサイクル」講座



910年のあゆみ

協議会のあゆみ 
2 月 ◦第５回　環境大学(４日間開講）

３月 ◦第６回　さいたま環境賞・県民大賞を受賞

４月 ◦第５回　総会開催

７月

◦５周年記念イベント開催
　�記念講演会「カレー子の環境問題」林家カレー
子氏

　�包丁研ぎデモ、さき織り、廃油から石けん作
り、紙すき、布ぞうり作り

　�子ども服無料交換会、衣類のリフォームなど

　　　

10月

◦第４回　リサイクル作品展
　リサイクル体験講座
　リフォームファッションショー
　（メディアッティ東上から取材受ける）
◦�第４回　出張フリーマーケット（産業文化セ
ンターにて）

11月 ◦スタッフ研修「サンデンフォレスト㈱」
　　　　　　　「リサイクルプラザJB］

12月

◦エコクリスマス
◦�環境フェスタSAITAMA2005in所沢にて作
品展示

◦おもちゃの病院はじまる

時代の変遷
2 月 ◦京都議定書発効
３月 ◦�日本国際博覧会（愛知万博）愛・地球博開催
４月 ◦JR福知山線脱線事故発生
５月 ◦�北朝鮮が地対艦ミサイル日本海へ発射
11月 ◦耐震偽装問題発覚

2005年（平成17年）

３月　協議会が「さいたま環境賞」
を受賞

７月　５周年記念講演会
林家カレー子氏の講演

12月　「おもちゃの病院」オープン

７月　５周年記念
イベント　布ぞう

り作り

７月　５周年記念イベント　子ども
服無料交換会
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協議会のあゆみ 
２月 ◦第６回　環境大学（４日間開講）

４月 ◦第６回　総会開催

５月 ◦あさか環境市民会議パネル展示会参加

６月 ◦子ども向け環境講座開催
　　　

７月
◦固型石けん作り出張講座（朝霞三小）
◦�埼玉県・４市合同「環境問題に関する講演会
と展示」（和光市民文化センター）参加

８月 ◦�彩夏祭、エコバッグ・石けんキャンペーン（パ
ネル展示）

10月

◦�スタッフ研修「横須賀市リサイクルプラザ
　アイクル」
◦�わいわいプラザ（手作り石けん作り）
◦�第５回　出張フリーマーケット（産業文化セ
ンターにて）

11月 ◦第５回リサイクル作品展

12月 ◦エコクリスマス（子ども講座）

時代の変遷
２月 ◦冬季五輪トリノ大会開催
３月 ◦�第１回　ワールドベースボールクラシック開催
６月 ◦FIFAサッカーＷ杯ドイツ大会開催
７月 ◦�イラクで人道支援活動終え自衛隊帰国
９月 ◦安倍晋三内閣発足
10月 ◦北朝鮮が核実験を強行

2006年（平成18年）

２月　環境大学講義風景

11月　リサイクル作品展
リフォームファッションショー

５月　あさか環境市民会議
パネル展示

７月　環境問題講演会、写真左よりパネラー川野氏・鈴木氏・荻原氏・
山田氏

MOTT
AINAI

！



1110年のあゆみ

協議会のあゆみ 

１月 ◦「３Ｒ研究会」発足
　朝霞市ごみ分別パンフレット見直し

２月 ◦第７回　環境大学（４日間開講）

３月 ◦第１回　黒目川花まつり参加
◦市役所ロビーパネル展（朝霞市役所１階にて）

４月
◦第７回　総会開催
◦�埼玉県地球温暖化対策西部地域協議会連絡会
発足（４市連絡会）

７月 ◦’07 環境フェスタ開催
　　　（４市連絡会による活動展示発表会）

　　　

８月 ◦彩夏祭でマイバッグキャンペーン
◦スタッフ研修「中央化学㈱」

９月 ◦さき織り出張講座（川越市環境講座へ）

10月
◦環境大臣表彰
◦�第６回　出張フリーマーケット（産業文化セ
ンターにて）

11月

◦第６回　リサイクル作品展
◦布ぞうり作り出張講座（南朝霞公民館）
◦朝霞市の改訂版パンフレット
　「資源とゴミの分け方・出し方」完成
◦�スタッフ研修（全国生活学校連絡協議会レジ
袋減らし隊分科会参加）

12月 ◦「エコプロダクツ07」東京ビッグサイトにて
　パネル展示参加

時代の変遷
１月 ◦防衛省が発足
３月 ◦能登半島沖地震発生
４月 ◦�年金記録漏れ5,000万件発覚
７月 ◦新潟県中越沖地震発生
９月 ◦福田内閣発足　閣僚交代騒動
10月 ◦日本郵政公社が民営化
12月 ◦食品偽装問題

2007年（平成19年）

１月　３R研究会

３月　第１回　市役所ロビー展

４月　埼玉県地球温暖化対策西部地
域協議会連絡会発足

10月　環境大臣表彰を受け富岡市長へ報告

11月　布ぞうり完
成作品　南朝霞

公民館出張講座
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協議会のあゆみ 

２月
◦第８回　環境大学(４日間開講）
◦第７回　環境まちづくりフォーラム・埼玉
　「協働を楽しむ」をテーマに分科会開催

３月 ◦第２回　黒目川花まつり　参加
◦フリーマーケットで缶バッチ作り

４月
◦第８回　総会開催
◦ペットボトルのキャップ回収事業始まる
◦傘布のリフォーム公開講座はじまる

６月 ◦布ぞうり作り出張講座(あさか向陽園)
◦朝霞五小のクリーンセンター見学に同行

　　　

７月 ◦固型石けん作り出張講座（朝霞二小）
　　　　　　〃　　　　　（新座市大和田公民館）

８月 ◦彩夏祭パネル展示

９月 ◦紙すき出張講座（朝霞七小）
◦布ぞうり作り出張講座（南朝霞公民館）

10月

◦�第７回　出張フリーマーケット（産業文化セ
ンターにて）

◦�スタッフ研修「草津ウェイストパーク（朝霞市
から出るごみの最終処分場）」「八ッ場ダム」

◦�子ども環境作文コンクール（朝霞二小）優秀
作品表彰式

11月 ◦第７回　リサイクル作品展　
◦３Ｒ推進協議会会長賞受賞

時代の変遷
３月 ◦円高加速１ドル100円割れ
５月 ◦�中国・四川省で大地震発生
７月 ◦北海道洞爺湖サミット開催
８月 ◦�北京五輪開催

９月 ◦�米国大手証券会社が経営破綻し金融危機拡大
◦麻生内閣発足

2008年（平成20年）

４月　ペットボトルのキャップ回収

４月　新事業始まる　傘布からエコ
バッグへ

６月　第五小学校のクリーンセン
ター見学

10月　子ども環境作
文コンクール受賞おめ
でとうございます！

11月　３R推進協議会会長賞受賞



1310年のあゆみ

協議会のあゆみ 

1月
◦スタッフ研修「環境エネルギー館」
◦�あさか環境市民会議視察研修会（㈱岩井化成）
参加

２月 ◦第９回　環境大学（４日間開講）
◦サテライトエコスタッフ募集

３月 ◦第３回　黒目川花まつり参加

４月 ◦インターンシップを実施
◦第９回　総会開催

５月 ◦固型石けん作り出張講座（朝霞七小）
　　　

６月

◦市役所ロビー展（環境月間特別企画展）
◦クリーンセンターと共同事業
　�レジ袋削減キャンペーン（街頭でPRティッ
シュ配布）

◦固型石けん作り出張講座（朝霞二小）
◦布ぞうり作り出張講座（南朝霞公民館）

８月 ◦夏休み子ども講座
◦新座市石けん工場見学　

10月

◦「リサイクル作品展」から
　「エコネットあさか祭」
　作品展から協力団体の参加する環境まつり開催
◦�ペットボトルキャップ回収を大村商事㈱へ協
力依頼　

◦スタッフ研修「平塚市リサイクルプラザ」

11月 ◦シュシュ作り出張講座（朝霞六小）

時代の変遷
1月 ◦米国大統領にオバマ氏就任
２月 ◦米アカデミー賞受賞「おくりびと」
３月 ◦第２回　WBC日本代表連覇
５月 ◦裁判員制度スタート
８月 ◦衆院選で民主党が大勝、政権交代
11月 ◦天皇陛下即位20年

2009年（平成21年）

２月　捨てないで！　リサイ
クル家具活用へ

６月　市役所ロビー展

６月　レジ袋削減キャンペーン

10月　エコネットあさか祭
開催

10月　エコネットあさか祭
ごみ分別　市民も分別に興味
津々

11月　さき織り教室　不要の
布地もさいて、織って、布地
に戻ってステキに再デビュー
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協議会のあゆみ 

２月 ◦第10回　環境大学（４日間開講）
◦スタッフ研修「積水ハウス　住まいの夢工場」

３月 ◦第４回　黒目川花まつり参加

４月 ◦インターンシップを実施
◦第10回　総会開催

６月 ◦10周年記念イベント始まる
◦市役所ロビーパネル展

８月 ◦夏休み子ども講座

10月 ◦エコネットあさか祭
◦10周年記念イベント開催

時代の変遷

２月 ◦冬季五輪バンクーバー大会開催
◦�チリで大地震　17年ぶりに大津波警報

５月 ◦中国で上海万博が開幕
◦FIFAサッカーW杯南アフリカ大会

６月 ◦菅新内閣が発足

2010年（平成22年）

２月　環境大学開校式の富岡市長
あいさつ

６月　市役所ロビーパネル展

８月　夏休み子どもエコ会議
留学生エソダさんのネパール舞踏

８月　夏
休み子ど

も講座

チラシで
ペン立て

作り

３Rから５Rへ！

８月　夏休み子ども講座
さき織り教室



1510年のあゆみ

開催日時 イベント名 内　　容 場　　所

６
月 ７日㈪～21日㈪ パネル展示 記念事業PR

協議会事業の内容
朝霞市役所１階
ロビー

８
月 20日㈮ 夏休み子どもエコ会議

①ネパールってどんな国？
②唄って踊ってネパール体感
③黒目川の魚を展示
　受付人数35名（小学生対象）

プラザ3階
活動室

10
月

２日㈯～３日㈰
各日　午前10時～午後３時 リサイクル自転車販売

２日間で40台（各日20台）
希望者多数の場合は抽選
（抽選会は午後３時30分より）

プラザ駐車場

２日㈯～３日㈰
各日　午前10時より 野菜・花の販売 売り切れ次第終了 プラザ駐車場

２日㈯～３日㈰
各日　午前10時～午後３時 DVD�上映 Eco�Cityあさか

―３Rはごみを減らすキーワード―
プラザ２階
図書コーナー

２日㈯
①午前10時～
②午後１時～

包丁研ぎ 受付人数①、②ともに10名
希望者多数の場合は抽選

プラザ１階
シルバー工房前

３日㈰
①午前10時～
②午後１時～

まな板削り 受付人数①、②ともに10名
希望者多数の場合は抽選

プラザ１階
シルバー工房前

２日㈯
午後１時30分～３時 手作りおもちゃを作ろう 自由参加（小学生以下対象） プラザ２階

２日㈯
①午前10時30分～
②午後１時30分～

（公開体験講座）
廃油石けん作り体験 廃油で固型石けん作り体験 プラザ３階

工房

２日㈯
①午前11時～
②午後２時～

（公開体験講座）　　　　
さき織り体験

さき織り体験
受付人数①、②ともに先着５名 プラザ２階

13日㈬
午前10時～午後０時30分

（メインフォーラム）
美味しいコーヒーを飲みな
がら　生態系を語ろう！

①コーヒーに関するお話
②テイスティング（試飲）
③コーヒー関連「生態系」講義
　受付人数：50名

プラザ３階
活動室

16日㈯～20日㈬
午前10時～午後４時
（20日は午後３時まで）

パネル展示
パネル展示
協議会事業の紹介、作品展示協
力団体の活動紹介など

プラザ３階
活動室

16日㈯
午前10時～正午 プラスチック「実験教室」 発泡スチロール実験

自由参加
プラザ３階
工房

30日㈯
午前10時～午後３時 もったいないバザー

市民の皆さまより無償提供され
た品物を無料でお持ち帰りいた
だく

プラザ３階
活動室

平
成
23
年

２
月

第１回　２日㈬
第２回　９日㈬
第３回　16日㈬
第４回　23日㈬
各回とも午前10時～正午

平成22年度�環境大学 環境に関連する講義　　　　　
（４名の講師による講義）

プラザ３階
活動室

10周年
記念イ

ベント
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化粧室

入口

化粧室

化粧室

キッズコーナー

吹き抜け

エコネットあさか
もっと

和室

リサイクル家具展示

図書コーナー

事務室

リサイクル工房

活動室（大・小）

さき織りコーナー

リサイクルショップ シルバー工房

２階

３階

１階

カウンター

エコネットあさか案内図



1710年のあゆみ

　情報誌「エコネットあさか」は2000年７月
オープンと合わせて創刊号が発行されました。
　現在まで年4回の発行を続け年内には40号を
数えます。

　１階ガラス窓にも掲示！

　チラシ「エコネットあさか」は毎月25日に発行され
講座やイベントの開催情報をお知らせしています。

　館内には、図書コーナーやパネル、掲示板が
設置され、旬のエコ情報をお届けしています。

エコ情報
満載！

エコネットあさかは

エコ情報満載！
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歴代所長からお祝いのことば
	 リサイクルプラザ初代所長

岸田　精一 氏　（平成12年７月～平成16年３月）

朝霞市リサイクルプラザ開所10周年にあたって
　平成12年７月１日に開所し早いもので10周年を迎えますことを心からお喜び申し上げます。
　開所当時を思い起こしますと、資源循環型社会の構築を目指し排出者の目線に立った市民の皆様による企
画運営協議会と市が一体となってゴミの減量化・再資源化に向けた施策を展開するにあたり、企画運営協議
会の皆様方と環境大学を始め各種講座の開催に向けた打合せや講師を快く引き受けていただきました先生方
など多くの方々のご協力によりましてスタートを切ることができましたことを懐かしく思っております。こ
れもひとえに運営協議会の皆様方のご尽力の賜物とあらためまして感謝の気持ちで一杯でございます。
　今後におきましても、引き続きごみの減量化・再資源化を推進するためのさまざまな事業を通じ、多くの
市民の皆様のリサイクル活動への積極的な参加や交流及び実践の場として、さらなるリサイクルプラザの発
展と企画運営協議会スタッフの皆様方のご健勝とご多幸を心よりお祈りいたします。

	 リサイクルプラザ前所長
比留間　寿昭 氏　（平成16年４月～平成17年３月）

10周年に寄せて
　リデュース、リユース、リサイクル、この３つが体になじんできたと思ったら次の職場へ移動だった。
　私がプラザにお世話になったのは、平成16年度のわずか１年間。しかし、川野会長はじめ協議会メンバー
の皆様、プラザで職場をともにした職員の皆様の印象が強く（キャラが濃く）あの一年は今でも忘れられない。
　当時から「協働」なる市民と行政との連携・コラボも、ごく自然に行われていた。５月のこいのぼりリサ
イクル、10月の作品展示、フリマ、近所の飲食店へ石鹸作りのための廃油をいただきに行ったこと、堆肥
を作るために落ち葉を集めたこと、環境大学、家具の回収、ショップでのリサイクル啓発、川口市へエコラ
イフティを学びに行ったことなど懐かしく思い出される。環境問題、リサイクルはやはり大勢の方の一歩が
大切。その意味で、次の10年もプラザからリサイクルを発信し続けてください。
　10周年おめでとうございます。

	 リサイクルプラザ現所長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関根　信成 氏　（平成17年４月～）

プラザ10周年記念誌発行のお祝いの言葉
　リサイクルプラザの開所と共にリサイクルプラザの事業運営にご協力頂いております。
　企画運営協議会の川野会長はじめスタッフの方々による講座の開催、イベント、年４回発行の情報誌等の
啓発にご協力して頂いてきましたお蔭で、プラザの事業運営もスムーズに進めてくることができました。
　スタッフも最初の２年間は講師の下で受講者とともに技術習得の期間として、その後はスタッフが講師と
なって受講者に教えるという形で進めてきました。今でも残り毛糸の再利用、おもちゃの病院の２つの講座
に関しては外部からの講師を招き講座を開催しておりますが、その他の講座は全て協議会スタッフにより各
種講座を実施しております。また、作品展では、日頃の成果を市民の方々にご覧になって頂き、リサイクル
の必要性を認識して頂き、資源循環型社会の構築に寄与して頂いているところでございます。今回、企画運
営協議会のこれまでの活動の歩みとして、10周年記念誌を発行できましたことは大変素晴らしく意義深い
ものと考えております。市民団体として行政と協働で10年間という長い期間継続して活動してきたことに
対して、感謝を申し上げますとともに、今後も川野会長はじめスタッフの方々のご健康とますますのご活躍
を祈念申し上げまして、10周年記念誌発行のお祝いの言葉といたします。

10
年の
足跡
を検証し更なる活動に向けて



1910年のあゆみ

はありません。
　末筆になりましたが、記念誌作成にあたり、原稿をお
寄せくださった皆さま、資料や写真などを提供してくだ
さった皆さま、その他本記念誌の作成に関わったすべて
の皆さまに心より御礼申し上げます。　編集スタッフ　一同

　エコネットあさか10年のあゆみが完成いたしました。
10年間の歴史をお伝えするには不十分な内容と色々ご意
見もおありだと思いますが、さらなるご指導・ご鞭撻・
ご声援を賜ることができれば大変ありがたく思います。
　特に転居された町田明子さんの協力は感謝以外の言葉

これからも「エコネットあさか」
「協議会」をどうぞよろしくお願いします！
編集後記　　　　　………………………………………………………………………………………………………………

エコネットあさかで
一緒に楽しく
活動してみませんか？

これか
らも

循環型
社会作

りに

貢献し
ていき

ます！

10
年の
足跡
を検証し更なる活動に向けて
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お問い合わせ・ご意見・ご感想は
朝霞市リサイクルプラザ（エコネットあさか )

発行日　　平成22年10月
発　行　　朝霞市リサイクルプラザ
編　集　　朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会

〒351－0033
埼玉県朝霞市大字浜崎664－2
TEL 048－486－0222 
開所時間　９：00～17：00（木曜、祝日、年末年始休所）

朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会

「もったいない」が
合言葉！




