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文化の継承

新年明けましておめでとうございます。

年の新春を迎え、謹んで年頭のご挨

30

どうぞ宜しくお願い致します。

層邁進していく所存でございます。

まい しん

「信頼」を得られる一年になるよう、より一

今年は、昨年以上に市民の皆さまからの

ていかなくてはいけません。

力を入れて進められてきたものを、継承し

私たちもリサイクルという、厚木市内で

を持って、根付いているのです。

確に伝えられ、現在、感動という付加価値

古くから伝わる人から人への伝承は、正

に伝わってきます。

迫力は、乱れ打ちなどの技術を通して五感

道具を使い演出されており、その臨場感や

その時代に起きた出来事を太鼓という

して作られています。

聞いても飽きる事なく楽しめるように工夫

て、一曲ごとにストーリー性があり、何度

後まで同じリズムを繰り返す曲ではなく

そんな飯山白龍太鼓ですが、最初から最

れています。

雨乞いをしたのがきっかけと言い伝えら

太鼓を打ち鳴らし、白山池に棲む「白龍」に

模平野で日照りが続き、困った農民たちが

ます。飯山白龍太鼓の始まりは、その昔、相

地域とは違う特徴が今も受け継がれてい

その中の一つ「飯山白龍太鼓」は、ほかの

る多くの文化の継承があります。

私たちの住む厚木市には、古くから伝わ

拶を申し上げます。

平成

飯山白龍太鼓と白龍の舞
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食品リサイクル工場
食品ロスとは

食品ロスとは、買いすぎ・期限切れ・食べ残し
等により、本来食べられたはずなのに捨てられて
しまう食品の事をいいます。
現在、日本では年間 2000 万トン超の食品廃棄
物等が発生しております。焼却炉で燃やされてい
る廃棄物のおよそ半数を食品廃棄物が占めてい
ると言われ、焼却処分に係るコストの多くを皆さ
てん
んの税金で補填している状況なのです。

エコフィード
エコフィードとは環境の「エコ（eco）」と飼料を
意味する「フィード（feed）」を併せた言葉で、食品
廃棄物を利用して製造された家畜用飼料のこと
です。
今回は相模原市の㈱日本フードエコロジーセ

できることから始めてみよう
食品ロスによる廃棄物の半分は一般家庭から
排出されており、一人当たりの食品ロス量を試算
すると、一年間で15kgに相当するそうです。家庭
での食品ロスをできることから減らしてみては
いかがでしょうか？
【買い物編】
●買い物に行く前に在庫を確認
●少量パック・ばら売りを利用
●セールなどで買いすぎない
【料理編】
●傷みやすい食品は早めに利用
●すぐ使わない生鮮食品は冷凍する
●賞味期限と消費期限の違いを理解する

研修視察
ンターへ視察に行きました。
食品工場で製造時の余り物や、スーパー、コン
ビニなどの小売店で発生する売れ残りを粉砕→
異物除去→加熱・発酵させ、エコフィードの液体
状の飼料（リキッド発酵飼料）
が製造されます。
廃棄物を焼却処理するには、１トンにつき約４
～５万円のコストがかかり、その半分が皆さんの
税金によって賄われています。
これに対し、エコフィードを製造する場合は、
焼却の必要がないのでコストが大きく軽減され、
処理費や飼料代を安
価にでき、食品関連事
業者の方や養豚事業者
の方、もちろん納税者
である私たちにとって
もより負担が少なく
なります。

厚木市でも 3010（さんまるいちまる）運動とし
て飲食店などでの会食や宴会時に、最初の 30 分
と最後の 10 分は自分の席で食事をし、食べ残し
を減らそう！という
運動を推奨してい
ます。
いろいろな人の
手間暇がかかって、
作り上げられた料
理に感謝して、食べ
残しを減らして地球
に優しいリデュー
ス（発 生 抑 制 ）を
推進していきま
しょう。

ルハート
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察リポート

家電リサイクル工場
家電リサイクル工場視察

平成 13 年４月より家電リサイクル法が施行さ
れ、定められた家電４品目（エアコン・テレビ・
冷蔵庫・洗濯機）を処分するときは、リサイクル
料金が掛かるようになりました。
そこで今回は主に家電 4 品目を扱っている、神
奈川県川崎市にあるJFEアーバンリサイクル（株）
の家電リサイクル工場へ視察に行きました。

ているため、リサイクル料金が発生するのも納得
しました。
リサイクルに携わる者として、限りある地球資
源を大切に使い、循環させていくことが大事なこ
とだと改めて思いました。

高い再資源化率
集められた廃棄家電は種類別に分けられ、まず
人の手で解体選別されていきます。プラスチック
部品や基盤などを質の高い状態で回収するため
です。また、エアコンや冷蔵庫に含まれているフ
ロンガスも同時に回収され、従業員 95 名の内60
名がこの手選別にあたっています。
次に手選別ができない物は破砕機にかけられ、
鉄・非鉄金属・混合プラスチック・ウレタンに
分別されていきます。
分別された物は、再資源物として活用され、廃
棄物として処分されるのは全体の２％程度です。
これらの工程は多くの人の手を得て行なわれ

破砕機
手解体後の部分は、大型破砕機で破砕します

風力選別機
比重の軽いウレタン片を吸い上げ回収します

磁力選別機

ウレタン減容機

強力な磁力で鉄を選別、
回収します

ウレタン片を圧縮し、
発泡剤として含まれている
断熱材フロンを取り出します

非鉄選別機

断熱材フロン
回収機

渦電流で
銅・アルミニウムなどの
非鉄金属とプラスチックを
分別、
回収します

鉄

非鉄金属

ミックス
プラスチック

断熱材フロンを
活性炭に吸着させ、
液化回収します

ウレタン

断熱材
フロン

リサイクルハート
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組 合 だより
救命救急講習会

第70号

青年部会より

平成 30 年の抱 負
◆今年の抱負は、「初心忘るべからず」です。今ま

平成29 年11月24日
（金）に当組合事務所会議室

でのことを見直し考えることで、今後の飛躍につ

で、厚木市消防本部小鮎分署の方を講師に迎え、

なげたいと思っています。
（関水）

救命救急講習会を行いました。

◆リサイクルハートが皆さんにとって有益な存

参加者は３人一組に分かれて、講習用の人形

在になれるように、これからも編集作業を頑張っ

を使い心臓マッサージ、自動体外式除細動器（AED）

ていきますので、宜しくお願いします。
（阿部）

の正しい使い方、その他救命救急に関すること

◆皆様にとってオンリーワン
（犬）
な広報誌を目標

を学びました。

に頑張っていきます。
（阿久津）

この講習の内容を必要とすることが無いにこ

◆明けましておめでとうございます。視野を広げ

したことはありませんが、もし自分の前に助け

て、想像力を豊かに、色々な事に気づくようにな

を必要としている人がいた時は、勇気を出して、

りたいと思います。
（大坪）

一歩前に進みたいと思いました。

◆情報環境が困惑する現在、ローカルな情報も大

厚木市のホームページに「厚木市 AED マップ」

切に皆様へ伝えていきます。
（鈴木）

が載っているので、操作ができる方は市内のAED

◆皆さんに役立つ記事作りめざして、頑張りたい

設置場所を確認してみて下さい。

と思います。
（稲垣）
◆青年部に入会してからもうすぐ 2 年。活動に参
加して初めて学べたことがたくさんありました。
今年はそれらを広報誌を通してしっかりと発
信していけるように、より見識を深めていきたい
と思います。
（岡田洋）
◆まだまだ、分からないことも多いですが、広報
誌を通して勉強していきます。
（岡田憲）

もいちどペーパー
「も い ち ど ペ ー パ ー」
は紙資源から作られた
古紙 100％のトイレット
ペーパーです。
パルプ100％の品質に
近いものを製紙工場で
作っています。
資源回収した紙を「も
う 一 度」と い う 意 味 が
込められています。
再生紙を使用しています。

シングル（芯あり）
114m（幅）×65m
（長さ）
1箱（100ロール入り）

￥2,900（税抜き）

1ロールあたり約￥29
4 箱以上ご注文時は

￥2,800（税抜き）

1ロールあたり約￥28
※ひとつひとつ包装してあるので外での保管／
使用にも便利で、衛生的です。

お問い合わせ
協同組合 厚木市資源再生センター
TE L ：046-242-4601
FAX：046-242-4610
E-mail：jim@atsugishigen.com

紙ひも
新聞、雑誌、段ボールを束ねるのに便利
です。併せてご購入下さい。もちろん！！
紙ひもだけでも販売いたします。

1巻（100 ｍ）

￥155（税抜き）
※紙ひもは同一の紙資源のため、
環境にやさしい商品です。

