
お知らせとお願い

スプレー缶・使い捨てライター
捨てるの ちょっと待って

ごみ出し前にチェック！徹底したごみ分別のお願い
泉北クリーンセンターの焼却炉で、過去に、可燃ごみに
アルミ製品や中身の残ったスプレー缶・使い捨てライ
ターの混入が原因と考えられる爆発事故や火災が発生し
ましたが、幸いにも重大事故には至っていません。
焼却施設で事故が起きると、その復旧にかかる時間・費
用も甚大となり、何より市民生活に大きな影響を及ぼす
ことになります。

今まで以上に徹底した分別へのご理解とご協力をよろし
くお願いします

必ず中身を使い切ってから
スプレー缶は資源ごみへ！

使い捨てライターは可燃ごみへ！

火の気のない、屋外又は風通し

の良い場所で行ってください。
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会場：泉北環境整備施設組合 管理棟
( 高 石 市 取 石 6 丁 目 9 番 4 0 号 )

☎0725-41-2030

7 .28
7 .29

書道教室
夏休みの宿題と名前のきれいな書き方

を習おう。

日時:7月28日(日)～7月29日(月)
①9:30～ ②11:00～ ③13:00〜 ④14:30～

定員:各6人 対象:小学1年生～中学生
協力:大谷 由泉

日時:7月28日(日)～7月29日(月)
10:00〜14:00まで随時

普段見られないクリーンセンター
内部をみんなで見学しよう。

自由研究や絵日記にぴったり！

日時:7月28日(日)～7月29日(月)

リサイクルビンを使って植物標本
「ハーバリウム」を作ろう。

リサイクル素材を使って、楽しいおもちゃを
作っちゃおう。

日時:7月28日(日)～7月29日(月)随時開催
定員:なし（混雑時は入場制限有り）
協力:堺エコロジー大学パートナー

さかい環境学習クラブ

みんなで行ってみよう！
泉北クリーンセンター、エコトピア泉北を見学しませんか？

体験コーナーもあります！
お問い合わせは ☎0725-41-2030 まで

泉 北 ク リ ー ン セ ン タ ー だ よ り

【発行・編集】
泉北環境整備施設組合 泉北クリーンセンター
〒594-0001 大阪府和泉市舞町８７番地

http://www.senbokukankyo-ichikumi.org/

電話番号 0725-41-2030
FAX番号 0725-41-2115

泉 北 環 境 整 備 施 設 組 合 広 報 紙

7月

4月～
6月

5月と
11月

夏休みの宿題にリサイクルビンでハーバリウム（植物標本）作り

小学4年生が授業でごみ処理見学 おゆずり☆バザールで子ども服無料提供

泉大津市、和泉市、高石市の家庭系・事業系の可燃ごみを焼却処理する泉北クリーンセンター、資
源ごみの中から缶・ビン・ペットボトル・容器包装プラスチック等を選別しリサイクルを推進するエコト
ピア泉北は、3市の環境事業に取り組む一部事務組合泉北環境整備施設組合が運営しています。

ごみ処理現場を見学しよう！

No.8

泉北環境整備施設組合
マスコットキャラクター

とろすけ

おもちゃ作り教室
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募集方法などの詳細は泉北環境整備施設組合
ホームページに掲載いたします。

検索泉北環境整備施設組合

http://senbokukankyo-ichikumi.org/

定員:各8人 対象:小学1年生～中学生
材料費:500円 協力:Studio-K 和田 敬佳

①9:30～
③13:00〜

②11:00～
④14:30～

11月クリーンフェスティバルで4Rを推進

みんな
泉北環境に
来てネ！

リサイクル素材とはんだごてを使って電子オルゴールや
LEDキャンドルを作ろう。

日時:7月28日（日）

定員:各６人
対象:小学４年生～中学生
材料費:500円
協力:大阪府立堺工科高校

日時:7月29日（月)

定員:各６人
対象:小学４生～中学生
材料費:200円
協力:大阪府立堺工科高校

7.28
SUN

電子オルゴール 7.29
MON

L E D キ ャ ン ド ル

①9:30～
③13:00～

②11:00～
④14:30～

①9:30～
③13:00～

②11:00～
④14:30～



30

ゴーヤ等を窓の外に這わせ、夏の日差
しをカット。葉の蒸散作用で室温を下げ
る効果もありエアコン使用を抑えて地
球温暖化対策にも。

26

古墳時代前期の前方後円
墳で国史跡。出土した景初
(けいしょ)3年（239年）銘の
画文帯四神四獣鏡（がもん
たいししんしじゅうきょう)は
国重要文化財。

1日最大200キロリットル
の生し尿及び浄化槽汚
泥を衛生的に処理

見つけたごみは必ず

拾ってスマホでPIRIKAに

投稿しています。

「ありがとう」のコメント

が励みになっています。

日本屈指の連続的工場
景観は圧巻！撮影会や
見学ツアーも。
パッカー車のラッピング
にもなっています。

文

日本と中国の絵画、書、工芸品
など東洋古美術を主に約11,000
点所蔵。美しい庭園も見どころ。

泉大津市

和泉市

高石市

●敷地面積：42,407.38㎡
●ごみ焼却処理能力

1号炉：150ｔ/日
2号炉：150ｔ/日

●粗大ごみ処理能力
40ｔ/5時間

●発電設備：出力9,300kW
●煙突：高さ89ｍ
●所在地：和泉市舞町87番地
☎：0725-41-2030

ごみを減らす工夫や

泉北クリーンセンター

環境への取組みを

取材しました！

おづみん

てんにょん

コダイくん・ロマンちゃん

（泉大津市東雲町9-12 ☎0725-33-1131）

万葉集に掲載された熊野詣の帰途に家族を想
い詠った歌をもとにした泉北環境整備施設組
合のロゴマークは、泉大津市・和泉市・高石市
の3市を、取石池から大空に羽ばたく3羽の水
鳥に例え、協和して環境にやさしい街づくりに
取り組むことを象徴したものです。

産業廃棄物等で
造成された屋外型
イベントスペース。
毎年数万人規模
の「夏フェス」開催。

ボランティア活動
（高石市秘書課

☎ 072-275-6082）

泉大津市役所 「緑のカーテン」

泉大津フェニックス
（泉大津市夕凪町）

地域の方々が街路樹の剪
定や清掃をボランティアで
行っています

くぼそうきねんびじゅつかん

和泉市久保惣記念美術館

（和泉市内田町3-6-12）

いずみこがねづかこふん

和泉黄金塚古墳

高石市工場夜景

泉北環境整備施設組合
第1事業所

妹が手を 取石の池の波の間ゆ

鳥が音異に鳴く秋過ぎぬらし

取石池の波間に浮かぶ水鳥の鳴き声が昨日までと
違って聞こえるよ ああ もう秋も過ぎてゆくのだなあ

いも て とろし いけ なみ ま

とり ね げ な あきす

市民提供の不要品再生販売や
リサイクル活動の発信拠点として、
平成9年オープン。

さいせいかん

和泉市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ彩生館
（和泉市室堂町674-58
☎0725-55-5060 月曜・年末年始休館）

ごみ拾いSNS
PIRIKA（ピリカ）で
泉大津市内のごみ
拾い活動を見える
化しています！

あ
万葉集の歌

にある「とろし池」
はかつてクリーンセ
ンター西にあった
取石池（とろすいけ）

のこと

サン燦プールの
温水はクリーン
センターから

さん

山下先生 坂本先生
中田先生 阪上先生

和泉市立光明台北小学校 4年生担任

彩生館スタッフ

藤原さん（池田下町） 阪上さん（黒鳥町）
山﨑さん（いぶき野）

稼木さん（池園町）

とろすけ

ごみ分別とリサイクルに熱心な

PIRIKAごみ拾いランキング第1位！

a
昭和10年大阪府泉北郡
取石尋常小学校として創
立、後に著名な民俗学者
となる宮本常一(みやもと
つねいち）が教員として勤
務。取石池で子どもたちと
フィールドワークを行う。

高石市立取石小学校

ごみに関する学習で泉北

クリーンセンターを見学。

わかりやすい解説が子どもたち

に大好評です。見学後は、分別

や減量・リサイクルに積極的に

取り組むようになります！

「泉北クリーンセ

ンターだより」見てま

すよ！ペットボトルは分

別し、生ごみはしっかり

水切りしてからごみに

出しています。

芦田川ふるさと広場で
地域の方々と元気に体操！

福原さん（西取石）

高石市清高校区婦人会の皆さま

不要になった和服等をおしゃ

れな小物や服に生まれ変わらせ、

再利用するボランティア活動を会

員が20年以上行っています。

作品を見た人のクチコミでリサ

イクルの輪が広がっています！

王子川都市下水路

信太山丘陵地の開発に伴
う浸水対策水路。高石市
綾園～泉大津市末広町～
和泉市葛の葉町を通る総
延長2,755m。

和服やネクタイを洋服やコ

サージュなどに仕立て直すリメ

イク教室が大人気！どなたでもご参

加OK。ひと手間かけて長く使えば、

ごみ減量につながります。

ご来館お待ちしています！


