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特集

リサイクル組合のキャラクター

りくみちゃん奮戦記
りくみちゃんは、リサイクル組合のマスコットであり、横浜市のリサイクル業
界公認のキャラクターでもあります。 毎年秋に行われる「環境絵日記」 の
ステージで踊るりくみちゃんを見た方もいるのではないでしょうか。キャラク
ターとしてポスターや文房具に登場したり、ゆるキャラとしてイベントに参加
するなど、実は大活躍しているのです。今回は、そんなりくみちゃんについ
て皆さんによく知っていただくための特集です。

資源リサイクルに関心を持っていただき
組合に親しんでもらうためのマスコット

り

くみちゃんを通じて
もっとみんなと交流したい

て知ってもらうために、いろいろな

して登場。本誌にも4コマ漫画の主

場面に登場して、皆さんと交流する

人公として連載されました。

ために活動しているのです。

大きな転機を迎えたのが、2011

本誌の「りくみの分別講座」をご

りくみちゃん が 誕 生したのは

年の着ぐるみの制作です。その年の

覧の皆さんは、りくみちゃんという

2004年のことです。組合の活動を

リサイクルデザインフォーラムのス

キャラクターのことをご存じだと思

広くPRするためにキャラクターを

テージに出演して初舞台を踏みまし

います。改めてご紹介すると、りく

登場させようということになり、組

た。2012年にはニッパツ三ツ沢球

みちゃんは、リサイクル組合のマス

合員が相談して、まず名前が決まり

技場で行われた環境絵日記の横浜

コットで、横浜市のリサイクル業界

ました。キャラクターデザインを勝

FC賞の表彰式イベントに出演。8千

公認のキャラクターです。横浜市の

野真美先生にお願いして、かわいら

人を超えるお客様の前で、表彰式の

皆さんに、ごみと資源物の分別のこ

しい女の子の妖精「りくみちゃん」

サポーターを立派に努めました。

とや、資源集団回収のことなど、資

が生まれたのです。

その後は、右頁の年表にあるよう

源リサイクルのいろいろなことに関

最初はリサイクルデザインフォー

に、横浜市のさまざまなイベントに

心を持ってもらうために誕生した

ラムのポスターやリサイクル組合が

出演し、資源リサイクルのPR活動

キャラクターです。さらにリサイク

制作しているノートや鉛筆、消しゴ

に努めています。どうか皆さんもり

ル組合の存在とその活動内容につい

ムなどの文房具類にキャラクターと

くみちゃんを応援してください。
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特集 リサイクル組合のキャラクター りくみちゃん奮戦記

■ りくみちゃんのプロフィール

■ りくみちゃん年表

性別：女の子
身長：本当は 10cm（でも、 大きくなれるらしい !?）
体重：ひみつ♥
誕生日：10 月 20日 「リサイクルの日」
趣味：太陽の光を浴びながらお昼寝〜
好きな言葉：もったいな〜い！
好きな食べもの：なんでも大好き！
嫌いな言葉：使い捨て○○
嫌いなもの：カミナリさま
胸の星マークは、リデュース、リユース、
リサイクルの 3Ｒのしるしだよ！

■ りくみちゃんグッズ

2004 年

りくみちゃん誕生
第 10 回リサイクルデザインフォーラム
のポスターに初登場。以後、毎年登場
月刊リサイクルデザインに紹介記事
が掲載

2005 年

リサイクル組合のノート「自由帳」
の表紙に初登場。以後、 毎回登場
月刊リサイクルデザインに 「それゆ
けりくみちゃん」 連載開始

2011年

りくみちゃんの着ぐるみ完成
リサイクルデザインフォーラムに初
出演。以後、 毎年出演
横浜 FC の表彰式に初出演

2012 年

FMヨコハマに初出演
『月刊リサイクルデザイン』6 月号か
ら「りくみと街さんぽ」隔月連載開始
横浜 FC の表彰式に出演

2013 年
鉛筆

定規
メモ帳

缶バッヂ

携帯クリーナー

2015 年

「ゆるキャラグランプリ」 に初参加
LINEスタンプを発売
りくみちゃのテーマソングを環境絵
日記展で発表
りくみちゃんがテーマソングで踊る
動画をYouTubeに登録
横浜 FC の表彰式に出演
インスタグラムの 公 式 アカウント
「rikumichan」 開始
横浜市内の各種イベントに出演

2016 年

長野県飯山市のスキー場でスノー
ボードに初挑戦
横浜マリノスイベントに出演
「ゆるキャラグランプリ」に参加（予定）
環境絵日記展に出演（予定）
横浜市内の各種イベントへの出演継
続中

下敷き
クリアファイル

タオル
ハンカチ

ごみ袋

エコバッグ

マグネット

横浜 FC の表彰式に出演

2014 年 『月刊 Rd』4 月号から「りくみの分
別講座」 連載開始
横浜 FC の表彰式に出演

りくみちゃんグッズは、文房具類を含めてたくさんの種類
が制作されています。売切れているものもいくつかありま
すが、在庫のあるグッズはご注文が可能です。詳しくは
P4 の「りくみちゃんグッズ価格表」をご覧ください。

■ りくみちゃんポスター各種
2013年の
﹁環境絵日記展﹂
のポスター

2008 年のポスターでエコ仙人が参加︒

2005 年にはへらぞうくんも登場︒

りくみちゃんが初登場した 2004 年リ
サイクルデザインフォーラムのポスター︒
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■ 環境絵日記展で活躍するりくみちゃん
環境絵日記展で行われるステージイベントで
は、優秀賞を受賞した子どもたちと記念撮影
をしたり、一緒にダンスをしたりと大活躍。会
場内を廻って、来場した皆さんとの交流もして
います。

■ 動画サイトのりくみちゃん
左の動画は、リサイクル組
合事務局の近くにあるふ
頭で「りくみのリサイクル
ABC ♪」を踊るりくみちゃ
ん。 右は環境絵日記展の
ステージで、子どもたちと
踊る姿です。 動画は「り
くみのリサイクル ABC」で
検索してください。

■ りくみちゃんのテーマソング
りくみちゃんの動画で流れている曲が
テーマソングの「りくみのリサイクル
ABC ♪」です。歌っているのは歌手の
miyoriさん。 覚えやすい歌詞なので、
ぜひ今年の環境絵日記展では、お子さ
んと一緒に歌ってください。

りくみのリサイクル ABC ♪ 作詞・作曲：谷川 久司
R！I！K！U！M！I！×2
グルグルグル グルグルグル グルグルグル グルグル 回るよ×2
りくみのABC 教えて1234 グルグルABC 回るよ1234
R！I！K！U！M！I！×2
Rimix 新しくよみがえる
Reduce もう無駄にしたくない
Repair 壊れても終わらない
Refine ひとつづつ 違う顔してる
Rethink 感じても 足りないよ

歌：miyori

Return 帰るべき 場所がある
Reform 快く 心地よく
Reuse 思い出も 全部 受け継いで
Recycle．
．
．
りくみのABC 教えて123 リサイクルABC 回るよ123
グルグルグル グルグルグル グルグルグル グルグル
りくみのABC 教えて1234 グルグルABC 回るよ1234
（グルグルグル グルグルグル グルグルグル グルグル×2）
R！I！K！U！M！I！×2

■ 各種イベントのりくみちゃん

横浜 FC の試合前に行われた環境絵日記の横
浜ＦＣ賞の表彰式イベントに参加したりくみちゃ
ん（2012 年）。

サンタになって施設を訪問し、プレゼントを届
ける「横浜サンタプロジェクト」に参加したり
くみちゃん（2015 年）。
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横浜市磯子区の洋光台駅前広場で行われた
「地球と人にやさしい環境展」に参加したりく
みちゃん（2016 年）。

特集 リサイクル組合のキャラクター りくみちゃん奮戦記

■ りくみちゃんの LINE スタンプ

■ ゆるキャラグランプリのりくみちゃん

りくみちゃんの LINEスタンプは120 円（50コイン）で購入できます。「リサイクル
組合」で検索してください。クリエイターズスタンプとして登録されています。

2015 年 に 参 加したゆるキャラグランプリの 結 果 は、
1663ptを獲得して「総合ランキング」1727エントリー中
898 位、「企業・その他」のカテゴリーでは635エントリー
中 300 位でした。今年もエントリーしますので、ぜひ応援
をお願いいたします！

自治会・町内会のイベントに、ぜひりくみちゃんを呼んでください !
りくみちゃんはイベントが大好きです。皆さんの自治

ん。交通費などの実費負担のみで、皆さんのイベントに

会や町内会で、子どもたちが参加する美化活動、夏祭り、

出演いたします。ご要望・ご相談はリサイクル組合まで

運動会、餅つき大会など、さまざまなイベントにりくみ

ご連絡ください。

ちゃんを呼んでください。子どもたちの参加が増えて、
イベントもきっと盛り上がるに違いありません。ただし、
会話をしたり、活発な動きなどはできませんのでご了承
ください。

横浜市資源リサイクル事業協同組合 事務局
お問い
「りくみちゃんイベント出演」
担当：清水
合わせ
TEL：045-444-2531
E-mail：mail@recycledesign.or.jp

りくみちゃんを呼ぶためには特別な費用はかかりませ

りくみちゃんグッズ価格表
ごみ袋

メモ帳

エコバッグ

タオルハンカチ

クリアファイル

300円／10枚1パック

100円／1冊

200円／1枚

100円／1枚

100円／1枚

●お問い合わせ・ご注文……横浜市資源リサイクル事業協同組合 事務局 TEL：045-444-2531
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鉛筆

200円／3本
300円／5本

E-mail：mail@recycledesign.or.jp
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今月の残りもの料理

かぼちゃの煮物
かぼちゃの煮物は、冷めていても美
味しくいただけます。しかし、洋食の
メニューには、そのままではあまり合
いません。そこで今回は洋食にアレ
ンジしたレシピをご紹介します。

かぼちゃのマッシュサラダ
材料（2 人分）
かぼちゃの煮物……4〜5 個
ベーコン……1 枚
玉ねぎ…… 個
レタス……適量
マヨネーズ……大さじ1
塩、こしょう……適量

❶かぼちゃはボウルに入れてスプーンやマッ
シャーなどでつぶす。薄切りにして水にさらし
た玉ねぎ、カリッと焼いたベーコン、塩・こしょ
う、マヨネーズを入れてよく混ぜる。
❷レタスにマヨネーズ（分量外）と❶を包んで
手巻き風にしていただく。

かぼちゃのアイスクリーム
材料（2 人分）
かぼちゃの煮物……2〜3 個
市販のカップアイス（バニラ）……1 個
白ごま……小さじ
さくらんぼ……2 個

❶かぼちゃの皮はみじん切りにし、実の部分は
つぶす。
❷ボウルにアイスクリームと❶を入れ、ごまを加
えてよく混ぜる。
❸そのまま冷凍庫で 20 〜 30 分程度冷やす。途
中で 1 〜 2 回、全体を混ぜると口当たりがな
めらかになる。器に盛り、さくらんぼを飾る。
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横浜市集団回収推進部会が第九期通常総会を開催
日頃より横浜市民の皆様ととも

して真摯に取り組んだからこそ今

きたいと思います。NPO 法人横浜

に資源集団回収の拡充を通じて循

があるのです」との言葉をいただ

市集団回収推進部会と連携を取り

環型社会づくりの貢献に努めてい

きました。

ながら、行政・市民の皆さまと一

リサイクル組合も市民の皆さま

体となって、循環型社会づくりに

会が、５月 21 日（土）に「第九期

から、これまで以上の評価をいた

努めていきますので、引き続きよ

通常総会」を開催しました。総会

だけるような活動に取り組んでい

ろしくお願い致します。

後の懇親会では、挨拶に立った横
浜市資源循環局業務課地域連携推
進担当・立花課長より「横浜市内
の古紙や古布がすべて民間事業者
の手で回収ができることになった
のは、行政だけでなく、回収業者
の方にご一緒に回って頂き、皆様
方が信頼を得ようということに対

総会の様子

立花課長のご挨拶

■市民選考会

9月24日に「環境絵日記」
市民選考会を開催 !
小学生は夏休みに突入しました！
応募用紙の配布も無事に完了し、私た
ちプロジェクトメンバーにとってはどん
な作品たちが集まってくるのかワクワク
の時期です。やがて夏休み明けには続々
と届く約2万の作品を、組合のメンバー
や超強力バックアップ企業の皆様の力
を借りて約1,000作品くらいまで絞り込
みます。このときの作業はもはや戦いで
す。絞り込まれた作品は、今度は市民
の皆さんに選考していただきます。一
つひとつの作品にじっくり触れ合って優

●日時：9月24日（土）午前9時30
分〜午後4時
（予定）

秀な作品を選んでもらうのです。こうし
て選ばれた約600作品が大さん橋ホー
ルでの絵日記展に飾られるというわけ
です。
今年は今まで以上に多くの皆様に参
加していただきたいと思います。少しで
も興味を持たれた方は、ぜひリサイク
ル組合までお問い合わせください。
「選
考会の日程には都合がつかない…」と
いう方も個人協賛など、他の形でのご
協力も募集しております。将来、子ども
たちが輝ける素敵な横浜を目指して☆

●場所：当組合会議室（神奈川区
山内町13番地）
●応募方法：お電話で「環境絵
日記の市民選考員を希望しま
す」とお申込みください。
TEL：045-444-2531
（受付：月〜金の午前9時〜午後5時）

■申込締切：9月2日
（金）
まで
■備考：交通費一律支給と昼食
をご用意いたします
■注意：高校生以上の方が対象
です。応募者多数の場合は抽
選とさせていただきます。詳し
くは「環境絵日記」で検索して
ください。

！
表紙に登場会 矢向南町町内会
今月の町内

2016年8+9月号 通巻261号 2016年7月25日発行 発行人：髙田哲二 編集人：藤本達也 印刷：太陽印刷工業株式会社 発行部数：81,800部
発行所：横浜市資源リサイクル事業協同組合 〒221-0054 横浜市神奈川区山内町13番地 TEL：045（444）2531／ FAX：045（444）2532

る NPO 法人横浜市集団回収推進部

月刊リサイクルデザイン
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多くのイベント開催と美化活動を通じて、交流が盛んな町内会

矢向南町町内会は入会世

環境部長と総務部長を中心に集

帯 数 が 900 世 帯 で、 住 民 の 約

積所周辺や公園、ハマロードの

そうで、町民の皆様も誇りを持っ

85％が加入しています。町内会

掃除などをしています。

ているとのことです。

運動会や盆踊り、豆まきなど、

表紙にご登場いただいた皆さ

交換や資源・ごみ集積場へのカ

誰もが楽しめるイベントを行っ

まはとても仲がよく、撮影時も

ラス避けネットの設置がほぼ完

ており、特に運動会は64 年以上

なごやかに進みとてもいい笑顔

了しています。また、月に一度、

続いており、参加者も多く、鶴

を撮ることができました。

今月号は 8・9 月号の合併号です。8 月 25 日発行の 9 月号はお休みとなります。

本誌は古紙70％の再生紙と環境にやさしいNonVOCインキ、
油性インキ「SOYA-eシリーズ」を使用しています。

の安全や美化を目的に、街灯の

見区長もご挨拶にいらっしゃる

