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エコライフプラザ 
 飾区は持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援しています。

通 
信 

リユース家具展示・販売コーナー 

【所在地】かつしかエコライフプラザ１階（立石 1-9-1） 

【営業時間】午前９時～午後６時 

【休業日】毎週木曜日・年末年始・立石図書館特別整理期間 

（木曜日が祝日の場合は営業し、翌平日は休業） 

【対象】区内在住・在勤・在学１８歳以上の方 

【価格】５００円または１，０００円 

【取り扱う家具】机、椅子、テーブル、たんす、収納棚など 

 

 

詳しくは、リユース家具展示・販売コーナー（℡：03-3696-6921）まで 

お問い合わせください。 

 

編集・発行 葛飾区リサイクル清掃課 TEL 03-5654-8273 

かつしかエコライフプラザでは、まだまだ使えるものを再使用（リユース）し、区民の皆さまに販売しています。 

葛飾区ごみ減量・ ▶  
３R 推進キャラクター 
りー（Ree）ちゃん 

◀リユース家具 HP 

 かつしかエコライフプラザではリユース品を販売しています！ 

リユース家具展示・販売コーナーでは、粗大ごみとして家庭から 

出された家具の中から、まだ使えるものを修理・清掃し、リユース 

家具として販売しています。 

日用不用品販売コーナー 「ゆず屋」 

ゆず屋では、区民の皆さまから無償でご提供いただいた 

日用品を数十円程度からの安価で販売しています。 

また、葛飾区オリジナル再生品であるりー（Ree）ちゃん 

トイレットペーパーの販売も行っております。 

随時、日用品の募集も行っておりますので、押入れやタンス

に眠っているお品物がございましたら、ぜひご提供ください。 

 

【所在地】かつしかエコライフプラザ１階（立石 1-9-1） 

【営業時間】平日：午前１０時～午後５時 

       土日祝日: 午前９時～午後５時 

【休業日】毎週木曜日・年末年始・立石図書館特別整理期間 

（木曜日が祝日の場合は営業し、翌平日は休業） 

詳しくは、日用不用品販売コーナー「ゆず屋」（℡：03-3693-2223）までお問い合わせください。 

※日用品の募集は、商品として販売できるお品物のみお引き受けしています。 

※営業時間外の日用品のお持ち込みはご遠慮ください。 

 

 
マイバッグを 

持ってお買い物に 

来てくださいね！ 



1 豚肉を下茹でします。沸騰よりやや低い温度の熱湯で、

スライスの場合は色が変わるまで、塊の場合は串をさして、
出てくる液体が透明になるまで茹でます。

2 カリフラワーを葉・茎・蕾に分け、蕾は一口大に、茎は
半月切りにします。

3 カリフラワーを下茹でします。1％の塩水を沸かし、蕾
と茎と葉をそれぞれ2分程度茹で、葉は冷水にとって冷や

して水気を絞り、みじん切りにします。
4 調味料を合わせ、みじん切りにしたにんにく・生姜・葉

を加え混ぜます。
5 豚肉をさらに並べ、盛り付けたら出来上がりです。

食材の無駄をなくし、ごみを減らすための提案を

東京聖栄大学・東京聖栄大学附属調理師専門学校に

ご協⼒いただき掲載します。

今回は、⼀度に多く作りがちな煮物のリメイク

レシピとして、「筑前煮」を食べきるための

リメイクレシピを紹介します。

筑前煮は、多くのご家庭で作られていると思います。

今回はこれからの行事食として食べられることがある

メニューにしてみました。「太巻き」は節分に、「ちらし寿司」はひな祭りでよく食べられています。

どちらも、基本はすし飯と合わせるだけで簡単に作れます。

1 すし飯に筑前煮を混ぜ、お皿に盛りつけます。

2 錦糸卵をのせ、さやいんげんと刻み海苔を
盛ったら出来上がりです。

1 海苔の上に、奥2㎝程度余白を残して、
まんべんなくすし飯を広げます。

2 半分より手前に具材を並べ、巻きすやラップ
などを使って、しっかりと巻き込みます。

3 恵方巻ならそのままで、もしくは適宜カット
したら出来上がりです。

混ぜるだけなので、
とても簡単です！

すし飯

ご飯が温かいうちに、合わせた酢を回しかけ、切るように
混ぜます。酢が馴染んだら軽くあおぎます。酢 6％ 砂糖 2％ 塩 0.6%

ご飯の重量に対して、以下の分量で作ります。

（1本分）太巻き 材料 分量
すし飯 200g
筑前煮 120g

紅白なます、ほうれん草、
玉子焼きなどお好みの具材

60g

焼海苔 1枚

材料 分量

すし飯 300g

筑前煮 150g

錦糸卵 卵1個分

さやいんげん 適量

刻み海苔 適量

ちらし寿司 （2人分）

参考レシピ



  

通 
信 

かつしかエコライフプラザの講座紹介 

布ぞうり教室 

エコ手芸講座 

不用になった木綿の布を裂いて、足にやさしい室内履きの 

ぞうりを作ります。 

  

◎作り方を覚えれば 

ご家庭でも作れます。 

かつしかエコライフプラザでは、区民の皆さまにごみの減量や３R（リデュース・リユース・リ

サイクル）を意識した生活につなげてもらうために、使わなくなった不用なものを材料にしてオ

リジナルの作品を作る講座を開催しています。 

今回は、かつしかエコライフプラザで開催している講座の一部を紹介します。 

使わなくなった傘の布地を材料にした巾着袋やペットボト

ルキャップを使ったハットピンなど、不用になったものを材料

にした手芸講座です。 

さき織り体験 

使わなくなった手ぬぐいや、着物・浴衣の端切れなどを 

細く裂いて横糸にし、布を織る講座です。  

ごみ減量と日本の伝統産業について学べます。 

◎さき織りとは？ 

 横糸の代わりに裂いた布を使う織物のことで、江戸時代か

らある日本の伝統産業です。 

おがくず粘土工作 
おがくず粘土を使ってオリジナルの鉛筆やマスコットを作り

ます。 

◎おがくず粘土とは？ 

 木材を加工した時に生じる細かい木くずを 

原料にした粘土です。 

バランス迷路作り 

木材を加工する時に発生する廃材や端材を利用して、ビー

玉を使って遊ぶバランス迷路を作ります。 

 

◎夏休みの子ども向け講座として開催しています。 

いずれの 
講座も 

かつしかエコライフプラザでは、講座のほか

に、ECO エコフェスタや洋服交換会などのイベ

ントも開催しています。 

講座やイベント情報は、広報かつしかや区ホー

ムページでお知らせいたします。 

 

【問い合わせ先】 

 葛飾区リサイクル清掃課 

電話：03-5654-8273 葛飾区ごみ減量・３R 推進キャラクター 
りー（Ree）ちゃん 



 

エコライフプラザ 1 月～2 月の予定 
★ 新型コロナウイルス感染拡大状況により、施設の利用時間の変更や休業、講座が中止・延期となる場合があります。 

かつしかエコライフプラザ 〒124-0012  飾区立石 1-9-1（立石図書館併設）  

ＴＥＬ：03-3696-8225 

この印刷物は、読み終わりましたら、印刷用の紙にリサイクルできます。 

さき織り講座（織りのみ） 

不用になった布を裂き、織り機でさき織り体験をします。 

３月１日（水）・２日（木） 

両日とも①午後１時～２時１５分  

②午後２時３０分～３時４５分 

日 時 

申込み 
往復はがき（多数抽選） 

※詳細は、広報かつしか２月５日号（予定）でお知らせいたします。 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

展示学習・家具・
日用不用品・

喫茶休業

展示学習・家具・
日用不用品・

喫茶休業

家具・日用不用品
喫茶休業

8 9 10 11 12 13 14

成人の日
家具・日用不用品

喫茶休業

15 16 17 18 19 20 21

家具・日用不用品
喫茶休業

22 23 24 25 26 27 28

休館日

29 30 31 1 2 3 4

家具・日用不用品
喫茶休業

5 6 7 8 9 10 11

家具・日用不用品
喫茶休業

建国記念の日

12 13 14 15 16 17 18

家具・日用不用品
喫茶休業

19 20 21 22 23 24 25

休館日

26 27 28 1 2 3 4

家具・日用不用品
喫茶休業

１

月
展示学習・家具・

日用不用品・

喫茶休業

天皇誕生日

喫茶休業

２

月

３

月 ★さき織り講座

★さき織り講座


