
内容内容内容内容 開催日開催日開催日開催日 時間時間時間時間 定員定員定員定員 参加費参加費参加費参加費 持参品・その他持参品・その他持参品・その他持参品・その他 申込み方法申込み方法申込み方法申込み方法

生ごみ活用「ぼかし」づくり 1日（月） 10時～11時半 8名 200円 汚れてもいい服装で。

編みもの入門～かぎ編み編～ 2日（火） 10時～13時 8名 500円

刃物研ぎに挑戦 6日（土） 10時～11時半 6名 500円 包丁を持参してください

セスキですっきり～エコ掃除～ 9日（火） 13時～14時半 5名 200円

足指開放「布ぞうり」づくり 11日（木） 10時～15時 5名 500円 材料が必要

体にやさしい布ナプキン 15日（月） 10時～12時 5名 500円 完成品の販売もしています。

きもの着付けレッスン 16日（火） 10時～12時 3名 500円 足袋と肌着

イスの張替えに挑戦 18日（木） 10時～12時 5名 500円

おもちゃ病院 21日（日） 10時～12時 6組 100円 申込時に症状をお聞きします。

がらくたアート 21日（日） 10時～12時 無し 100円 手づくりキャンドル、＊予約不要

きもの着付けレッスン 23日（火・祝） 10時～12時 3名 500円 足袋と肌着

内容内容内容内容 開催日開催日開催日開催日 時間時間時間時間 定員定員定員定員 参加費参加費参加費参加費

エコマーケット 21日（日） 10時～14時 25区画 500円

内容内容内容内容 開催日開催日開催日開催日 時間時間時間時間 定員定員定員定員 参加費参加費参加費参加費 持参品・その他持参品・その他持参品・その他持参品・その他 申込み方法申込み方法申込み方法申込み方法

布ぞうり補習 16日（火） 10時～12時 5名 200円 講座経験者のみ 要事前予約

ぼかし作成の見学 20日（土） 11時 なし 無料 作成キットも販売しています。 申込み不要

まな板削り 8枚 1枚500円 木製家庭用まな板のみ

包丁研ぎ 5本 1本500円 お受けできないものもあります。

イスの張替え 5脚 1脚1,000円 座面のみの張替えです。

工房開放 随時

10時～12時

13時～15時

各2名 100円 電動工具は使用できません。

織り機レンタル 随時 10時～12時 5名 200円 講座経験者のみ（経糸代別途）

紡ぎ機レンタル 随時 13時～15時 5名 200円 講座経験者のみ

内容内容内容内容 申込み方法申込み方法申込み方法申込み方法

不要品持込み相談 随時受付

リペア相談日 随時受付

もったいないライン 随時受付

譲ります・求めます 随時受付

開催日時

会場

出展申込み

12日（金） 応相談
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　佐賀市清掃工場3階見学コース（高木瀬町大字長瀬2369）

　事前にエコプラザで申込みと説明が必要です。出店料500円

　12月21日（日）10時～14時　＊毎月第3日曜日開催

☎33-0526

＊水曜は休館です

不要になったものを「活かしてほしい！」「適正に処

分したい！」などの相談窓口です。

情報交換の場です。
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習習習習

リペアはエコプラザで開催。

11月中にお預かりし、作業

後、12月中にお渡しします。

エコマーケットエコマーケットエコマーケットエコマーケット

毎月第3日曜日に25区画程度の出店をい毎月第3日曜日に25区画程度の出店をい毎月第3日曜日に25区画程度の出店をい毎月第3日曜日に25区画程度の出店をい

ただき、家庭の不要品を販売する「エコただき、家庭の不要品を販売する「エコただき、家庭の不要品を販売する「エコただき、家庭の不要品を販売する「エコ

マーケット」を開催しています。マーケット」を開催しています。マーケット」を開催しています。マーケット」を開催しています。

講講講講

　　　　

座座座座

11月17日

（月）10時

から電話

で受付

持参品・その他持参品・その他持参品・その他持参品・その他

2ヵ月前から出店予約出来ます。

11月17日（月）

10時から電話

で受付

事前予約

相相相相

談談談談

開催日時開催日時開催日時開催日時 備考備考備考備考

10時～15時

＊イベント開催日は除く

電化製品等、受け取れない物もあります。

事前にご相談の上、お持ち込み下さい。

修理可能かどうかの相談窓口です。

◎お申込み・問い合わせ◎お申込み・問い合わせ◎お申込み・問い合わせ◎お申込み・問い合わせ

佐賀市エコプラザ（佐賀市清掃工場内）佐賀市エコプラザ（佐賀市清掃工場内）佐賀市エコプラザ（佐賀市清掃工場内）佐賀市エコプラザ（佐賀市清掃工場内）【【【【開館時間開館時間開館時間開館時間】】】】10101010時～時～時～時～17171717時時時時 【【【【休館日休館日休館日休館日】】】】水曜日水曜日水曜日水曜日
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エコプラザ通信 Vol.115 MOTT  AI  NAI?  ロングロングキャンペーン実施中！

＊年末年始の12月29日（月）～1月3日（土）は休館します。

2014

☆年末年始☆年末年始☆年末年始☆年末年始

12121212月月月月29292929日（月）日（月）日（月）日（月）

～～～～1111月月月月3333日（土）日（土）日（土）日（土）

休館です。休館です。休館です。休館です。



今年の大掃除はセスキの出番！ 

セスキ炭酸ソーダでナチュラルそうじ 

セスキってなあに？ 

洗浄力は重曹の 10倍！もちろん環境にも優しいよ！ 

重曹でも落とせなかった有機物（油、タンパク質）の汚れを落としてくれます。 

強いアルカリ力を使って汚れを中和させて落とします。（重曹…PH8.2 セスキ…PH9.8） 

※PH が１違うだけで、水素イオン濃度が 10倍違い、アルカリの強さも 10倍違ってきます 

 

 

 

 

 

 

★平安の昔から使われていた「アルカリ洗剤」…植物の灰を見ずに溶かした上澄み液（灰汁）を使って衣類

を洗っていました。合成洗剤ではない「自然のちから」を活用していた先人の知恵に脱帽。 

★セスキはタンパク質を溶かすので手荒れが気になる方はゴム手袋をしてくださいね。 

あると便利あると便利あると便利あると便利！！！！    

スプレーボトルに作っておけばあらゆる所で重宝します。 

ブラシ…場所や目的に応じてサイズや素材をそろえてみては？歯ブラシも細かな場所のそうじに便利。 

ウエス…不要になった T シャツやタオル、シーツなどを適当な大きさに切って雑巾代わりに。 

油汚れやトイレまわりなど、使い回したくない時に最適です。 

スクレーパー…食器や鍋の汚れをあらかじめ拭っておくとその後の片付けが楽です。 

エコプラザおすすめ…ストッキングたわし（バスタブ洗いは洗剤いらず！） 

キッチンキッチンキッチンキッチン（（（（水水水水 500CC+500CC+500CC+500CC+セスキセスキセスキセスキ小さじ小さじ小さじ小さじ 1111））））    

レンジまわり。換気扇の頑固なベタつき汚れ。ス

テンレスの曇り取り。プラスチック製品のヌルヌ

ル（食べ物の中の油とプラの原料の原油の分子構

造が似ているので馴染んで取れにくくなりま

す）。シンクや排水口ぬめり取り（酸性の悪臭も

中和します）。オーブン内の汚れ（濡れフキンを 1

分ほど加熱すればスチーム効果で落ちやすい） 

★アルミ製品は NG です。黒ずんでしまいます。 

リビングリビングリビングリビング    

部分部分部分部分そうじそうじそうじそうじ（（（（水水水水 500CC+500CC+500CC+500CC+セスキセスキセスキセスキ小さじ小さじ小さじ小さじ 1111））））    

普段の普段の普段の普段の水拭き（水水拭き（水水拭き（水水拭き（水 5L+5L+5L+5L+セスキ大さじセスキ大さじセスキ大さじセスキ大さじ 1111））））    

手垢の付いたドアノブやスイッチ。 

照明器具の汚れ落とし、タバコのヤニ、床や壁など

の広範囲の拭き掃除。 

★白木の家具や床は NG です。土壁、漆喰も NG！ 

★電気製品へ直接スプレーするのは避けます。 

バスバスバスバス・・・・トイレトイレトイレトイレ（（（（水水水水 500CC+500CC+500CC+500CC+セスキセスキセスキセスキ小小小小さじ 1111））））    

水回りの汚れはほって置くとカビの原因に。こまめ

に！が基本のようですね…（反省） 

★★★★カビカビカビカビ…………アルカリでは落ちません。ぬるま湯

500CC に酸素系漂白剤小さじ 1 をよく溶かし、ブ

ラシでこすった後、水で洗い流しセスキを 

スプレーしておくと雑菌がつきにくく 

なります。 

衣類衣類衣類衣類（水（水（水（水 30L+30L+30L+30L+セスキ小さじセスキ小さじセスキ小さじセスキ小さじ 2222、、、、orororor 大さじ大さじ大さじ大さじ 1111）））） 

セスキ洗濯はつけおき洗いが基本です。 

洗濯機にセスキを入れて 2~3 分撹拌しそのまま

つけおき 2 時間~ひと晩）汚れがひどい時にはス

プレーします。なんとすすぎは 1 回でも OK! 気

になる方はクエン酸を終わりに入れて酸の力で

中和する方法も。 

他にも他にも他にも他にもこんなときにこんなときにこんなときにこんなときに…………    

布ナプキンの洗濯 

おねしょシーツの洗濯に 

洗いにくいジューサーの底や刃。 

プラスプラスプラスプラスアルファアルファアルファアルファ    

エッセンシャルオイルの 

香りで臭いを和らげる効果と 

抗菌効果 

更にひどい汚れには石けんとの併用でもっと good！ 
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