
ウェブも見て
エコポリ通になろう！

No.118
いたばし

ツイッターで
イベントチェックしよう！

http://itbs-ecopo.jp/ http://twitter.com/ecopoliscenter
フォローしていただくとエコポリスセンターでプレゼントをさしあげます。
（中

ちゅう

学
がく

生
せい

以
い

下
か

の人
ひと

は家
いえ

の人
ひと

と相
そう

談
だん

してからフォローしてください）

2014 年 8 月・9月

2013 年度 かんきょう写真コンテスト～夏編～より
堀江　まや「ヨーヨー釣り」
カラフルなヨーヨーがたくさんでどれを釣ろうか迷います…ね。
場所：平和公園　盆踊り大会

エコポリスセンターニュース



2 3※これらの募集告知は「広報いたばし」にも掲載する予定です。

記入項目 : ①催し名・コース　②郵便番号・住所　③氏名・ふりがな　④年齢（学生は学年と学校名も明記）　⑤電話・FAX番号　⑥ Eメールアドレス
宛　　先 : 〒 174-0063　板橋区前野町 4-6-1　板橋区立エコポリスセンター　　FAX：03-5970-2255　　Eメール：info@itbs-ecopo.jp

申込記入項目　※ 1 つの講座につきハガキ 1 枚　※②～⑥は参加する方全員分を明記ください。

三講座共通　申し込み ・ 問い合わせ　
7 月 22 日（必着）まで、往復はがき又はＥメールで、ページ下の申込記入項目を明記のうえ、エコポリスセンターへお送りください。

自然をはだで感じ、 いつくしむ、 そんなエコライフを一緒に送ってみませんか？！

エコライフウィーク

　親子でエコ ・ クッキング　参加者募集
　環境やエネルギーのことを考えながら「買い物・料理・片付け」をするエコ・クッキングです。
と　き：8月 1日（金）10：30 ～ 13：30
ところ：志村健康福祉センター
対　象：小学生以上の子どもとその保護者
定　員：24人（区内在住の方を優先し抽選）　　費　用：1人につき 500 円（材料費）
メニュー：石焼風ビビンバ・わかめスープ・焼きバナナデザート
持ち物：エプロン・三角巾・手ふき

　緑のカーテン見学ツアー　参加者募集
　マイクロバスに乗り、区内の学校・グループ・商店街などの緑のカーテンを見学します。
ゴーヤー料理の試食・流しそうめんの体験もあります。
と　き：8月 4日（月）9：30 ～ 12：30
集合・解散：エコポリスセンター
対　象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
定　員：20人（区内在住の方を優先し抽選）　　費　用：50円（保険料）
持ち物：飲み物・タオル

　親子で高尾山夜の生き物観察会～ムササビにあえるかな～　参加者募集
　夕方から夜にかけての生き物観察会です。
と　き：8月 7日（木）17：00 ～ 21：00（雨天中止）
集合・解散：京王線「高尾山口」駅
対　象：小学 3年生以上の子どもとその保護者　　定　員：20人（区内在住の方を優先し抽選）
費　用：大人（中学生以上）1800 円・小学生 1400 円（講師料、ケーブルカー代、保険料含む）

　誰もが気軽にできるヒートアイランド対策、または地球温暖化対策の取り組みとして、板橋区では 7月 19 日から
8月 31 日まで打ち水キャンペーンを行なっています。この一環としてエコポリスセンターで打ち水大作戦を行ないま
す。皆さんも参加してみませんか。
日　時：8月 12 日（火）・20日（水）・28日（木）　 17：30 ～ 17：45（※ 20 日のみ 17：00 ～ 17：15）
場　所：エコポリスセンター正面玄関前　　費　用：無料
対　象：どなたでも　直接会場へ（持参可能な方はお風呂の残り湯などをペットボトル等に入れてお持ちください）

　1泊 2日で奥秩父の自然を親子で体験しましょう。1日目は森林インストラクターと共に原始の森を探検したあと水
生昆虫を探します。夜は科学指導員による解説を聞きながら夜空を眺めます。2日目も自然観察やレクリエーションを
予定しています。（※天候等により予定が変わることがあります。）　※このツアーは、教育科学館&エコポリスセンター共同企画です。
日　時： 8 月 23 日（土）・24日（日）
対　象： 小学生以上の子どもとその保護者

季節の歳時記　打ち水大作戦 in エコポリ 2014

親子自然体験教室　参加者募集

申込締切
7/22 必着
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↑この面は何も書かない

↓ 52円切手 ↓ 52円切手 うら

返信
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な
た
の
住
所

あ
な
た
の
名
前

①教室名・記号

②郵便番号・住所

③氏名・ふりがな

④年齢・学校名・学年

⑤電話番号

⑥同伴する保護者氏名

○○○ AM
(希望教室記号 )

夏休みエコスクール 2014

締　切：前期分（7月 23 日～ 8月 9日）の教室は 7月 12 日（必着）まで
　　　　後期分（8月 10 日以降）の教室は 7月 26 日（必着）まで
申込方法：往復はがき（1枚 1教室）に、以下①～⑥を明記の上、エコポリスセンターエコスクール係までお申し込

みください。【①希望する教室名・教室記号（次ページカレンダーの　723AM　などの記号）、②郵便番号・
住所③氏名・ふりがな④年齢・学校名・学年⑤電話番号⑥同伴する保護者氏名】

　　　　※返信用にも①②③をご記入ください。
　　　　※ 1枚のハガキに連名でのお申し込みはご遠慮ください（ただし、住所が同じご兄弟で同じ教室を申し

込みされる方のみ可）。

夏休みエコスクール 2014 申し込み方法

【注意】「消せるボールペン」を使用しないでください。
参加証を印刷する時に返信用宛先が消えてしまいます。

お待たせしました！　今年も 「夏休みエコスクール」 を連日開催します！

自然物 ・ 廃材 ・ リサイクル材等を使った工作教室をはじめ、 自由研究に役立つ

調査 ・ 実験教室や、 環境科学教室など、 エコを楽しく学べる教室を多彩なテーマで開催！

さっそく気になる教室にお申し込みを！

さっそく申し込もう！

予告

※上記の情報は現時点での予定ですので、詳細はWEBをご覧ください。

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

日　時：7月 23 日（水）～ 8月 28 日（木）
　　　　ＡＭ　10：00 ～ 12：00　ＰＭ　13：45 ～ 15：45（1日 2回開催）※ 8/18 は休館日のためお休みです。
場　所：エコポリスセンター　地下 1階　環境研修室ほか
対　象：小学生～中学生（小学 2年生以下は保護者同伴）
定　員：各回 20名（区内在住・在学の方を優先し抽選）
参加費：無料　※ただし、7月 29 日・8月 10 日・17 日は館外活動もありますので、保険料 50円が必要となります。
持ち物：工作物を持ち帰るための手さげ袋　※一部材料を持ってきていただく場合もあります。

環境科学教室 『マイプラネタリウムを作ろう』
　キラキラ輝くマイプラネタリウムを作って、星博士になろう！！
日　時：8月 12 日（火）・14日（木）　両日　ＡＭ　10：00 ～ 12：00　ＰＭ　13：45 ～ 15：45（1日 2回開催）
参加費：1000 円　　定　員：各回 20名
対　象：小学生～中学生（小学 3年生以下は保護者同伴）
申　込：7月 26 日（必着）までに、「夏休みエコスクール申し込み方法」と同様に、往復はがきに①～⑥の記入項目を明記のうえ、

エコポリスセンターへお送りください。
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※写真は参考です。実物とは異なることがあります。また都合により内容が変更になることがあります。ご了承ください。

7/23（水）
ミニぞうり

7/24（木）
革のブレスレット

7/25（金）
フェルトで作る香り袋

7/26（土）
草花で飾った団扇

7/27（日）
どんぐりの福引

7/28（月）
二色の紙すきはがき

7/29（火）
いきもの探しと万華鏡

7/30（水）
秘密の通信機を作ろう

7/31（木）
ボトルレーシングカー

8/1（金）
マンガ サイコロゲームを作ろう

8/2（土）
葉っぱが変身

8/3（日）
ゆらゆら鳥

と り

クラフト

8/4（月）
ぱたぱたパック号

8/5（火）
薫
か お

るヒノキでマイ箸を作ろう

8/6（水）
ショートケーキのペーパークラフト

8/7（木）
薫
か お

るヒノキでマイ箸を作ろう

8/8（金）
ひまわり油のキャンドル

8/9（土）
裂織りミニラック

8/10（日）
セミの抜け殻の標本を作ろう

8/11（月）
昆虫をこよりで作ろう

8/12（火）
環境科学教室　マイプラネタリウムを作ろう

8/13（水）
チリモンコレクション

8/14（木）
環境科学教室　マイプラネタリウムを作ろう

8/15（金）
冷え冷えパック

8/16（土）
製
せ い

鉄
て つ

師
し

になろう

8/17（日）
セミの抜け殻の標本を作ろう

8/18（月）

休 館 日
4 館連絡バスもお休みです

8/19（火）
船のペーパークラフト

8/20（水）
ギラギラメカストラップ

8/21（木）
ロケットのペーパークラフト

8/22（金）
海の風鈴

8/23（土）
ゆらゆら鳥

と り

クラフト

8/24（日）
化石を掘り出そう

8/25（月）
ポッピングエッグを作ろう

8/26（火）
海藻のおし葉

8/27（水）
貝殻ガラガラ大変身

8/28（木）
からんころん たけころん

8/29（金）

も の し り 博 士
ク イ ズ 大 会
詳しくは 6 ページへ

７２３ＡＭ ７２３ＰＭ どちらか
を選択

７２７ＡＭ ７２７ＰＭ どちらか
を選択

８０３ＡＭ ８０３ＰＭ どちらか
を選択

８１０ＡＭ ８１０ＰＭ どちらか
を選択

８１７ＡＭ ８１７ＰＭ どちらか
を選択

８２４ＡＭ ８２４ＰＭ どちらか
を選択

７２５ＡＭ ７２５ＰＭ どちらか
を選択

８０１ＡＭ ８０１ＰＭ どちらか
を選択

８０８ＡＭ ８０８ＰＭ どちらか
を選択

８１５ＡＭ ８１５ＰＭ どちらか
を選択

８２２ＡＭ ８２２ＰＭ どちらか
を選択

７２９ＡＭ ７２９ＰＭ どちらか
を選択

８０５ＡＭ ８０５ＰＭ どちらか
を選択

８１２ＡＭ ８１２ＰＭ どちらか
を選択

８１９ＡＭ ８１９ＰＭ どちらか
を選択

８２６ＡＭ ８２６ＰＭ どちらか
を選択

７２４ＡＭ ７２４ＰＭ どちらか
を選択

７３１ＡＭ ７３１ＰＭ どちらか
を選択

８０７ＡＭ ８０７ＰＭ どちらか
を選択

８１４ＡＭ ８１４ＰＭ どちらか
を選択

８２１ＡＭ ８２１ＰＭ どちらか
を選択

８２８ＡＭ ８２８ＰＭ どちらか
を選択

７２８ＡＭ ７２８ＰＭ どちらか
を選択

８０４ＡＭ ８０４ＰＭ どちらか
を選択

８１１ＡＭ ８１１ＰＭ どちらか
を選択

８２５ＡＭ ８２５ＰＭ どちらか
を選択

７２６ＡＭ ７２６ＰＭ どちらか
を選択

８０２ＡＭ ８０２ＰＭ どちらか
を選択

８０９ＡＭ ８０９ＰＭ どちらか
を選択

８１６ＡＭ ８１６ＰＭ どちらか
を選択

８２３ＡＭ ８２３ＰＭ どちらか
を選択

７３０ＡＭ ７３０ＰＭ どちらか
を選択

８０６ＡＭ ８０６ＰＭ どちらか
を選択

８１３ＡＭ ８１３ＰＭ どちらか
を選択

８２０ＡＭ ８２０ＰＭ どちらか
を選択

８２７ＡＭ ８２７ＰＭ どちらか
を選択

夏休みエコスクール

2014★カレンダー

対　象 ：小・中学生（小学2年生以下は保護者同伴、8/12・14の環境科学教室のみ小学3年生以下保護者同伴）
時　間 ：AM 10：00～ 12：00／ PM 13：45～ 15：45
参加費 ：無料　※ただし、一部有料。詳しくは前ページをご確認ください。

要申込

前　期（7/23～ 8/9）
　7月12日（必着）
後　期（8/10～ 8/28）
　7月26日（必着）

申込締切 ※申込方法は前ページ
をご確認ください。

さぁ！　きみは どれにする？

協力：手づくり広場

協力：エコライフサポーター重野尚子さん

協力：よそ見屋ぷろここ／中越パルプ工業（株）

協力：セミの抜け殻しらべ市民ネット

協力：大町山岳博物館

協力：セミの抜け殻しらべ市民ネット

協力：リフォームクラブ

協力：NPO法人センスオブアース・市民による自然共生パンゲア

協力：酒井産業（株）／カルビー（株）CalNeCo 事業部

協力：（株）学研教育出版

エコポリスセンター環境学習指導員実施

協力：日本内航海運組合総連合会／（株）学研教育出版

協力：環境カウンセラー我田美福さん

協力：城西大学休耕地活用プロジェクト

協力：（株）学研教育出版

協力：日本ペット＆アニマル専門学校

協力：NPO法人コドモ・ワカモノまち ing

協力：エコ紙漉きはがき絵の会

協力：明治大学 eco student committee

協力：こより絵虹の会

協力：日本ペット＆アニマル専門学校

協力：NPO法人センスオブアース・市民による自然共生パンゲア

協力：酒井産業（株）／カルビー（株）CalNeCo 事業部

協力：（株）学研教育出版

協力：NPO法人フュージョン長池公園

協力：森永製菓（株）／（株）学研教育出版

協力：いたばしエコ活動推進協議会

協力：おもちゃの病院エコポリス／ kWorx

協力：みそや／（株）伊藤園

協力：エコラボ未来

協力：日本ペット＆アニマル専門学校

協力：おもちゃの病院エコポリス／ kWorx ／（株）エビス電気

協力：植物画を描く会

協力： 裂織り

協力：エコラボ未来

協力：よそ見屋ぷろここ／中越パルプ工業（株）

紙はお茶殻入り

種から油をしぼりだすよ

作

鉄

標
本
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記入項目 : ①催し名・コース　②郵便番号・住所　③氏名・ふりがな　④年齢（学生は学年と学校名も明記）　⑤電話・FAX番号　⑥ Eメールアドレス
宛　　先 : 〒 174-0063　板橋区前野町 4-6-1　板橋区立エコポリスセンター　　FAX：03-5970-2255　　Eメール：info@itbs-ecopo.jp

申込記入項目　※ 1 つの講座につきハガキ 1 枚　※②～⑥は参加する方全員分を明記ください。

　栃木の豊かな自然の中で、甘くておいしい巨峰の収穫や藍のたたき染め、地産地消の田舎料理弁当をいただいたり、巨峰スイーツ作りなど、
普段は体験できないイベントを思う存分楽しみましょう！　新鮮でおいしい産直野菜や手作りみそなどをお土産で買うことができますよ☆
日　時：9月 6日（土）10：00 ～ 17：00（少雨決行）※荒天時は 9月 13 日（土）に延期
集合場所：東武日光線「新大平下駅」西口集合（10：11着の電車でお越しください）
対　象：4歳以上（現地集合解散のため、小学生以下は保護者同伴）
定　員：40名（定員を超えた場合は区内在住・在学在勤者の方を優先して抽選）
参加費：1500 円（大人子供同料金、体験費・昼食費含む、交通費別）
申　込：8月 23 日（必着）まで、往復はがき又はＥメールで、 ページ下の申込記入項目に加え、食物アレルギーの有

無を明記の上、エコポリスセンターへお送りください。
　　　　　　※荒天で延期の場合は電話でご連絡をいたします。実施日前日に連絡が取れる電話番号を必ず明記してください。
　　　　　　※田舎料理弁当とスイーツ作り体験で全員が同じものを飲食します。食物アレルギーのある方はご相談ください。
　　　　　　※ info@itbs-ecopo.jp の受信設定をしてください。
　　　　　　※当日の詳細は、当選通知に記載します。

　手入れされた自然（自然生態園・薬草園・バラ園・花木園・教材園・温室・記念樹）から、武蔵野の森をそのまま残した雑木林の自然まで、
園のスタッフの方にガイドをしていただきながら観察します。植物が良く育つ仕組みについても解説していただきます。
と　き：9月 27 日（土）12：30 ～ 16：30
場　所：狭山市都市緑化植物園（現地集合。詳しくは参加証にて）
対　象：中学生以上（中学生以上の内容を了解済みで保護者同伴なら小学生でも可）
定　員：20名（定員を超えた場合は区内在住者を優先して抽選）
申　込：9月 13 日（必着）まで、往復はがき又はＥメールで、 ページ下の申込記入項目に加え、天候に

より中止の場合にご連絡のつく緊急連絡先を明記の上、エコポリスセンターへお送りください。

詳しくはこちら

詳しくはこちら

要申込

要申込

　8/23（土）申込しめきり
農山村交流～第２回 栃木よくばり体験！～参加者募集 

　9/13（土）申込しめきり
かんきょう観察会～秋の自然観察会～参加者募集 

かんきょう写真コンテスト　～夏編～予告
　板橋区内の身近な自然や環境の写真コンテストを開催します。今回は夏編と称し、6～ 9月に撮影された応募作品を募集します。自慢のカメ
ラで、デジカメで、携帯やスマホで、日常の景色やふとした瞬間を収めた写真をお送りください。応募写真はエコポリスセンターで展示し、来
館者と審査員の投票で入賞作品を選出いたします。応募の詳細は 9月初旬に告知します。夏の思い出を収めたすてきな写真をお待ちしています。

４館スタンプラリーに挑戦！

ものしり博士クイズ大会

日　時：7月19日（土）～8
月28日（木）

対　象：どなたでも参加自由！

日　時：8月29日（金）受付13：30～　場　所：エコポ
リスセンター

対　象：スタンプラリーを終了した小・中学生

※スタンプの台紙は各館に置い
てあります。

※当日はスタンプを全部押し終えた台紙をお持
ちください。

エコポリスセンター、 教育科学館、 熱帯環境植物館、 リサイクルプラザの 4 館をめぐる

スタンプラリーです。 全部のスタンプを集めると、 ものしり博士クイズ大会に挑戦できる他、 参加賞もプレゼント！

さらに抽選でプレゼントがもらえるかも !?
▽お問い合わせ
エコポリスセンター：03-5970-5001
休館日　7月 22 日（火）・8月 18 日（月）

リサイクルプラザ：03-3558-5374
休館日　8月 2日（土）・8月 3日（日）

教育科学館：03-3559-6561
休館日　7月 22 日（火）・7月 28 日（月）・7月 29 日（火）・

8月 11 日（月）・8月 18 日（月）・8月 25 日（月）

熱帯環境植物館：03-5920-1131
休館日　7月 22 日（火）・7月 28 日（月）・8月 4日（月）・
　　　　8月 11 日（月）・8月 18 日（月）・8月 25 日（月）

※夏休み期間中（7/22・8/18 は運休）は、毎日4館を巡回する無料送迎バスを運行します。

スタンプラリーを全部集め終わった人だけが挑戦できるクイズ大会です！　

クイズに勝ち残った人には、 ものしり博士賞をプレゼント！　クイズに参加するだけでも、

参加賞やスタンプラリーの抽選に当たりやすくなるという特典が！？

　日本の固有種といわれている山の生き物をテーマに、かわいいヤマネと美
しいライチョウの生態や、とりまく環境について紹介します。企画展を見て
体験した後は、アニマル迷路に挑戦してみよう！
日　時：7月 19 日（土）～ 8月 31 日（日）9：00 ～ 17：00　
場　所：エコポリスセンター　1階・地下 1階

夏休み特別企画展　ヤマネ＆ライチョウ展＋アニマル迷路

　突如訪れたバッドエンド。そして妖精に告げられる Re: Start。何度でも繰り返されるこのゲーム、仕掛け
られた謎、隠された秘密を解き明かし、この呪縛から抜け出せるか。絶望の連鎖を食い止めろ！
日　時：8月 9日（土）・10日（日）　各日 11：00 ～／15：00 ～（各回 30分前開場）
場　所：エコポリスセンター　　所要時間：約 95分
対　象：中学生以上　　定　員：各回 20名（チケットが売切れ次第締め切りになります）
費　用：【前売り】一般 1000 円・板橋区民 500 円・学生 500 円
　　　　【当　日】一般 1500 円・板橋区民 1000 円・学生 1000 円
申　込：専用ウェブサイト（早稲田大学公認企画サークル Walkin’ が運営）で予約して当日参加費を受付でお支払いください。
　　　　　※チケット購入開始は 7 月 6 日（日）の朝 9 時からです。（※先着順）7 月 6 日まではサイトはオープンしていません。

★内容や参加方法に関するお問い合わせ：walkinecho2014@gmail.com
詳しくはこちら

要申込 リアル謎解き RPG 第 3 弾
Re:Start ～繰り返される 60 分からの脱出～

謎解きイベントとは、参加者が実際に謎を解いて、物語を完成させていく体験型環境ゲームです。広い会場に隠された、様々な謎や暗号を探し出し、チームで協力しながら、限られた時間で最後の答えにたどり着いた人のみがイベントクリアとなります。

謎解きイベントとは？

企画・運営協力：早稲田大学公認企画サークル「walkin'」　協力：地域有志団体まっクス

今年の夏休み特別企画展はなんと三本立て !!

『ヤマネのすむ森　湊先生のヤマネと自然研究記』
　文・絵：湊　秋作

　発行：株式会社学研教育出版
 2010 年 7 月

環境読み物シリーズ展

ヤマネのすむ森　－湊先生のヤマネと自然研究記－

雲上の霊鳥・ライチョウ　－その生態と未来－

アニマル迷路「ダンジョンをクリアせよ !!」

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

　ヤマネという小さな生き物を通して森を見つ
め、人と自然との関わりについ

て考えていただく展示です。期間中、ヤマネの
クラフト作成ワークショップを

実施します。詳しくはホームページへ！
（協力：やまねミュージアム／株式会社学研教

育出版）

　国の特別天然記念物に指定されているライチ
ョウは、環境汚染や地球温暖化の影響により、

今では絶滅が危惧されています。古くから信
仰の対象でもあった神秘の鳥「ライチョウ」

の

生態とそれを取り巻く自然環境を知り、一緒に
環境問題について考えてみませんか。

（協力：大町山岳博物館）

　ヤマネ・ライチョウ展を見て体験した後はア
ニマル迷路に挑戦！　生き物の素晴らしい生態

がダンジョンを解くカギ

となっています。君は脱出できるのか？！



レイアウト=小林峰子、長谷川望8

エコポリHP 公式 Twitter 公式 Facebook

Twitter と Facebook やってます！

運行日は土曜・日曜・祝祭日および小・中学校の夏休み期
間中です。【夏休み期間の 7 月 19 日から 8 月 31 日は平日も
運行します。ただし、7月 22日・8月 18日は運休になります。】

● ときわ台駅
　 北口下車、ロータリー内
　 公衆トイレの横

● 西台駅
　 東口改札を出てすぐ右、交番前

【開館時間】9：00 ～ 17：00
【休館日】毎月第３月曜日

（祝日の場合は直後の平日になります）
年末年始（12 月 29 日から 1月 3日）

● 東武東上線ときわ台駅北口よりバス（約 10 分）
　（赤羽駅西口行）前野小学校下車徒歩 2 分
● 都営三田線志村坂上駅下車　A2 出口より徒歩 20 分
● 土・日・祝日と夏休み期間中のみ、教育科学館・エコポリス
センター・熱帯環境植物館・リサイクルプラザの４館と西台・
ときわ台の２駅を循環する無料送迎バスを運行しています。

〒 174-0063　東京都板橋区前野町 4-6-1
　　TEL：03-5970-5001
　　FAX：03-5970-2255
　　URL：http://itbs-ecopo.jp
　　E-mail：info@itbs-ecopo.jp

交通のご案内 ４館送迎バスのりば案内 ４館送迎バスのご案内

「いいね！」をクリックして
みんなのエコ活動を応援しよう！

印刷には大豆油インクを使用しています。

【ところ】1階　環境情報資料室
【定員】20 名程度（先着順・無料）

わくわくこども工作

楽しいお話のつどい

現代のいかけやさん
こわれた日用品を、修理・再生します。どうぞお気軽にご利用ください。修理などのご相談にも応じています。
【開設日】月曜・水曜・土曜（エコポリスセンター休館日・成人の日を除く。）
【開設時間】9：30 ～16：30（受付は16：00まで）
【場所】地下１階　環境工作室

中央図書館の読み聞かせボランティアの方による「本の読み聞かせ」を毎週木曜日
15：15から30 分程度行なっています。ぜひご参加ください。
【ところ】2階　環境学習室

※包丁のみは開設日以外も１階の事務室で受付いたします。
　ただし当日引取はできませんのでご了承ください。

毎週月・水・土曜日 9：30 ～ 16：30

毎週木曜日15：15から

Twitterアカウント　　twitter.com/ecopoliscenter
Facebook アカウント　www.facebook.com/ecopoliscenter

8月は、夏休みエコスクールの

開催期間中のため、おやすみです

【とき】　9月7日（日）10：00 ～ 13：00（雨天決行）
【場所】エコポリスセンター　地下１階フロア　※駐車場はありません。
【募集数】40 店舗（定数を超えた場合は区内在住の方を優先に抽選）出店スペース：1.5 ｍ×1.8 ｍ
【対象】区内在住の方　　【費用】500 円
【申込】8月16日（必着）まで、往復はがきに①「フリーマーケット」出店申込②郵便番号・住所③氏名（ふりがな）④電話番号

（返信用にも住所・氏名）を明記のうえ、エコポリスセンター内「フリーマーケット」係までお申し込み下さい。

エコポ祭り　フリーマーケット出店者募集

9 月17 日（水）15：00 ～16：00

「くるくるビーズアクセサリー」

ソーラー

蓄電庫

東武東上線
ときわ台駅

教育科学館
エコポリス
センター

都営三田線
西台駅

リサイクル
プラザ

熱帯環境
植物館

9:20 9:15 9:00 8:40
9:35 9:50 10:00

10:45 10:40 10:30 10:15 10:05
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(　) は着便のみ


