
ウェブも見て
エコポリ通になろう！

No.120
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。
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2014 年 12 月・
2015 年1月

2013 年度 かんきょう写真コンテスト～秋編～より
田口　直生「ポカポカ」
赤塚植物園「万葉・薬用園」の道で、まだ若い「ねこ」が落ち葉の上で日向ぼっこをしていました。
場所：赤塚植物園

エコポリスセンターニュース



※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。

　3R（Reduce（リデュース）・Reuse（リユース）・Recycle
（リサイクル））をテーマにした特別展☆　アイデア満載！　
楽しいクイズもあるよ！　あなたのエコライフのヒントに♪
日　時：12月 1日（月）～ 12月 23 日（火）
　　　　9：00 ～ 17：00（最終日は 15：00 まで）
場　所：エコポリスセンター 1階展示コーナー
対　象：どなたでも（申込不要）
内　容：3Rに関するパネル展示等

　「エコライフフェア」は地球温暖化防止に関するイベントです。企業・団体等の環境に関する
取り組みの紹介、楽しく学べる参加型のコーナーなど、暮らしに役立つ内容を予定しています！
　皆さんも一緒に “地球温暖化 ”について考え、行動してみませんか？
　また当日は、「緑のカーテンコンテスト」、「エコポリス板橋環境活動大賞」の各表彰式も行な
います。区民の皆さんが行なっている身近な環境への取り組みの表彰です。是非ご参加ください。
日　時：2015 年 1月 30 日（金）・31日（土）10：00 ～ 16：00
場　所：区立グリーンホール（板橋区栄町 36-1）
内容（予定）：企業・団体による展示コーナー・環境ワークショップ・環境講演会・緑のカーテンコンテスト

表彰式・エコポリス板橋環境活動大賞表彰式　※詳細は 1月 17 日号の「広報いたばし」でお知らせいたします。

　12 月は地球温暖化防止月間です。区では、12 月 1日（月）～ 7日（日）をエコライフウィークとし、9つのアクショ
ンの取組みを普及・啓発しています。普段のライフスタイルを見直し、地球にやさしい生活を心がけて、地球温暖化防止
に取り組みましょう。

歳末3Rアイデア展

エコライフウィーク冬2014

12/1（月） ～
12/23（火） 開催

12/1（月） ～
12/7 （日） 開催

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

　日本最大級の環境イベント「エコプロダクツ」に今
年も出展決定！「東京 eco の森 2014」に板橋区のコー
ナーがあります。スタンプラリー、ワークショップ、
日替わりステージショーなど、子どもから大人までお
楽しみいただけます。詳しくはホームページへ！
日　時： 12 月 11 日（木）～ 13日（土）
　　　　10：00 ～ 18：00（最終日は 17：00 まで）
場　所：東京ビッグサイト
　　　　（東展示場 6ホール 6-0011）

オール東京62市区町村共同事業 「みどり東京 ・地球温暖化プロジェクト」

エコプロダクツ2014に出展します☆
12/11 （木） ～

12/13 （土） 開催

　地下フロアいっぱいに 40 以上の店が並びます。きっと掘り出し物が見つかるはず！　ぜひお越しください。
▼フリーマーケット
日　時：12月 14 日（日）10：00 ～ 13：00
場　所：エコポリスセンター地下１階
▼おたのしみ工作
場　所：エコポリスセンター 1階展示コーナー
※詳しくはホームページへ！

エコポ祭り～フリーマーケット＆おたのしみ工作～12/14（日）
開　催

詳しくはこちら

　埼玉県嵐山町の子どもたちと一緒に里山体験をしてみませんか。今回は冬の里山で、雑木林の手入れや落ち葉かきをします。
日　時：2015 年 1月 25 日（日）8：50 ～ 15：00　※現地解散
場　所：武蔵嵐山町　※東武東上線「武蔵嵐山駅」改札集合
対　象：小学生以上（小学 3年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）
費　用：50円（保険料） ※交通費は別途必要
持ち物：弁当・飲み物・軍手・雨具・タオル・敷物・長袖長ズボン（汚れても良い服装）
申　込：12 月 27 日（必着）まで、往復はがきまたはＥメールで、 ページ下の申込記入

項目を明記の上、エコポリスセンターへお送りください。
※当日の案内は、当選通知に記載します。

　もうすぐお正月！　あなただけのミニ門松を作りませんか。門松の歴史やそれにまつわるエコなお話とミニ門松を作る講座を開催します。
日　時：12月 6日（土）10：00 ～ 12：00
場　所：エコポリスセンター　地下 1階　環境研修室
対　象：中学生以上（親子参加の方は、5歳から小学生も可）※ 1組で 1個の門松を作ります。
定　員：15組（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）
費　用：1組 300 円　　持ち物：門松の飾りにつける紐や小さな飾りなど
申　込：11月 22 日（必着）まで、往復はがきまたはＥメールで、 ページ下の申込記入項目を明記の上、

エコポリスセンターへお送りください。

要申込

要申込

　12/27（土）申込しめきり
里山体験～間伐体験と落ち葉のすべり台～参加者募集 

　11/22（土）申込しめきり
季節の歳時記～ミニ門松を作ろう～参加者募集 

詳しくはこちら

詳しくはこちら

協力：資源・リサイクル促進センター

■エコライフフェア冬
日　時：12月 7日（日）
　　　　10：00 ～ 15：00
場　所：ダイエー西台店
参加費：無料
内　容：地球温暖化に関するパネル展示等を行ないます。

★アンケートをお答えの方にエコグッズを差し上げます。

■ライトダウンにご協力を
　家庭で夕食後 30 分程度テレビや暖房・不要な照明をできるだけ
消して、ライフスタイルを見つめ直してみましょう。
　　お問い合せ
環境戦略担当課 環境協働推進担当係（エコポリスセンター内）
電話：5970-5656　Ｅメール：s-kkyodo@city.itabashi.tokyo.jp

■まずは 「9 つのアクション」 から !

1． 暖房の設定温度に注意しよう （冬は 20℃を目安に） 

２． テレビやパソコンは省エネモードに設定し、 見ないときには電源を切ろう 

３． 照明はこまめに消し、 買い替え時には省エネランプを選ぼう 

４． 冷蔵庫の温度調節は 「強」 から 「中」 にしよう 

５． 調理の火力をこまめに調節し、 落としぶたをするなどの工夫をしよう 

６． 使う目的にあわせて給湯器の温度を調節、お風呂は間をあけずに入浴しよう 

７． 水道やシャワーは出しっぱなしにしないでこまめに止めよう 

８． 外出や買い物にはいつもエコバッグを持ち歩こう 

９． 遠出はできるだけ公共交通、 近くは歩くか自転車を使おう

■エコ・クッキング
　環境のことを考えて「買い物・料理・片付け」をするエコ・クッキングです。「食」を通じて、「環境・エネルギー」について学びます。
日　時：12月 2日（火）10：30 ～ 13：30
場　所：成増社会教育会館　　定　員：30名（18 歳以上）　　費　用：500 円
講　師：東京ガス（株）　エコ・クッキング講師
内　容：エコ・クッキングの説明、講師によるデモ、料理実習、試食
メニュー：石焼き風ビビンバ・わかめスープ・焼きバナナデザート
申　込：11月 18 日（必着）まで、往復はがきまたはＥメールで、 ページ下の申込記入項目を明記の上、エ

コポリスセンターへお送りください。（締め切り日以降は、定員の空き状況をお問い合わせください）

エコライフフェア1/30 （金）・
1/31 （土） 開催

詳しくはこちら

環境戦略担当課 環境協働推進担当係　〒 174-0063　板橋区前野町 4-6-1　エコポリスセンター内
電話　03-5970-5656　FAX　03-5970-3426　Ｅメール　s-kkyodo@city.itabashi.tokyo.jpお問い合わせ先
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平成26年度　身近な環境に関する標語＆ポスター優秀作品発表 !!
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ポスター部門

標語部門
最優秀
「考えよう　これは捨てても

いいのかな」
成増小学校　5年　加藤　日永音

最優秀
「リサイクル　「きちんと分ける」が

　気持ちいい」
淑徳小学校　4年　大森　茉桜

優秀
「すてないで　まだつかえるよ

きみのえんぴつ」
淑徳小学校　3年　秋山　義興

優秀

「分別が　未来を守る　種になる」
成増小学校　5年　菅原　百音

優秀
「思い出と　いっしょにゴミ

持ち帰ろう」
淑徳小学校　2年　岡　幸太朗

優秀
「すてる前に　考えてみよう

使い道をもう一度」
淑徳小学校　4年　會田　瑞月

優秀
「ありがとう　かんしゃのきもちで

　リサイクル」
淑徳小学校　4年　大崎　真奈

佳作
「忘れずに　おつかい行く時

エコバッグ」
成増小学校　5年　荒川　陽菜

佳作

「のこさず食べて　ごみをへらそう」
淑徳小学校　3年　鈴木　千咲

佳作

「エネルギー　使いすぎると　温暖化」
淑徳小学校　4年　佐藤　未空

佳作
「こうらくち　ゴミをみんなで

もちかえろう」
淑徳小学校　3年　吉岡　孝祐

佳作
「むだづかい　じゃぐちをとめて

へらそうよ」
淑徳小学校　1年　吉田　楓

佳作
「カレンダー　月がかわれば

ぼくのてづくり　メモようし」
淑徳小学校　1年　秋山　義耀

佳作

「エアコンを　止めて感じる　夏の風」
淑徳小学校　5年　長谷川　凛

佳作
「居ない部屋　クーラー明かりは

すぐ消す」
成増小学校　5年　落合　純也

佳作
「どんなものでも　ちきゅうのもの

　大切にしようね」
淑徳小学校　2年　赤坂　直樹

最優秀
「サイクルを　キミがつなごう

　「リ」サイクル」
赤塚第二中学校　3年　香川　ほのか

優秀
「くるまより　たまにはさんぽ

かぞくのわ」
赤塚第二中学校　3年　森下　敦矢

佳作
「「袋いりません」　その一言が

未来を変える」
赤塚第二中学校　3年　小松﨑　庸佑

佳作
「レッツ３Ｒ　その心がけは

地球を守る魔法」
赤塚第二中学校　3年　五十嵐　凜

佳作
「地球の美　守っていくのは

ぼくらの手」
板橋第一中学校　2年　後藤　義京

佳作
「エコバッグ　みんなで持てば

ゴミが減る」
板橋第一中学校　1年　服部　龍馬

佳作

「板橋を　きれいな町で　有名に」
板橋第一中学校　2年　吉澤　佳菜子

佳作
「未来に残そう　森と水の

タイムカプセル」
赤塚第二中学校　3年　和久井　珠生

小学生部門 中学生部門

小学生部門 中学生部門

緑小学校 5年　水澤　莉未金賞

赤塚第三中学校 3年　天下井　登和金賞
常盤台小学校 6年　石黒　遥銀賞

志村第三中学校 1年　荒谷　結衣銀賞

緑小学校 4年　和崎　萌香銀賞

板橋第二中学校 1年　内山　千聖銀賞

志村第四小学校 2年　宮下　七菜子銅賞
東京家政大学附属女子中学校 2年　小宮 きらり銅賞

板橋第一小学校 5年　田中　敬梧銅賞

志村第三中学校 3年　滝口　智也銅賞

緑小学校 3年　富澤　大銅賞
赤塚第一中学校 2年　堀之内　寛太銅賞

至
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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。

日　時 ： 12月 20日 （土） 17 ： 00～ 19 ： 00　※途中入場可

場　所 ： エコポリスセンター　地下 1階視聴覚ホール

費　用 ：観覧無料

手づくりアニメーションの作品を通じて、
手間ひまかけてものをつくる世界を知っていただき、

思いやりの想像力を持って環境について考えてもらえたら嬉しいです。
あたたかい飲み物もご用意しています。
どなた様もお気軽にご来場ください。

（☆飲み物はワンドリンク無料です。タンブラーやマイカップをぜひご持参ください。）

　板橋区内の身近な自然や環境の写真のコンテストを開催します。秋編では 9～ 11 月に板橋区内で撮影した自然や環境に関する写真を
募集します。カメラで、スマホで、携帯で、自然や環境を感じる一コマを写真に収めてご応募ください。応募作品はエコポリ館内に展
示して、来館者と審査員の投票により入賞作品を決定します。コンテストの審査員は皆さんです、お気に入りの写真に投票してください。
対　象：板橋区在住・在学・在勤のどなたでも
賞　品：ぞうさんペーパーのポケットアルバム（入賞作品応募者 10名）
展示・審査：12月 25 日（木）～ 1月 31 日（土）エコポリスセンターにて
申　込：12 月 12 日（必着）まで、画像データ（1点につき 3Mバイト未満）をＥメールで添付、または印刷（L版

または 2L 版）して郵送・ご持参で、①写真の題名・説明・撮影場所②応募者の名前・ふりがな③郵便番号・
住所・電話番号を明記の上、エコポリスセンターへお送りください。

＊ご応募は 1名につき写真 3点までとさせていただきます。
＊応募者多数の場合、複数ご応募の中から予備審査をさせていただく場合があります。
＊被写体の肖像権侵害等の責任は負いかねます。事前に許可を得ていただくか、人物が写り込んだ写真は避けていただくようお願いします。
＊エコポリスセンター館内やウェブサイトで公開することがあります。
＊印刷でご応募されたものは、拡大して展示しますので画質が荒くなる場合があります。
＊入賞者には改めてネガや元データの提供をお願いすることがあります。
＊作品は本人撮影で未発表のものに限ります。
＊ご応募いただいた作品は返却できません。

作品大募集 !!　　かんきょう写真コンテスト ・ 秋編開催！

詳しくはこちら

手作り市フェア

エコポスティック上映会 2014

1/24 （土）
開　催

詳しくはこちら

詳しくはこちら

　作り手さんとふれ合いながら、丹精込めた手作りの品々をお買い上げいただ
けます。製作体験などができるブースもあります。
日　時：2015 年 1月 24 日（土）10：00 ～ 15：00
場　所：エコポリスセンター地下１階　　費　用：入場無料※各店舗での買い物、製作体験には別途費用がかかります。当日各ブースにてご確認ください。

　板橋の環境を守る活動や研究、調査や保全といったフィールドワークを行なっている区民の皆さま。皆さまの日頃の活動を広く伝える時
がやってまいりました！　板橋の環境への熱い想いを、多くの方々に発表してみませんか？　口頭発表、映像発表、パネル展示、様々な形
態での実施が可能です。発表形態はお気軽にご相談ください！　ご応募をお待ちしております。
日　時：2015 年 3月 1日（日）11：00 ～ 16：30
場　所：エコポリスセンター　地下 1階視聴覚ホール
対　象：区内にて環境に関する取り組みを行なっている個人、または団体
　　　　（町会・自治会・学校・子どもの活動グループ・企業などを含む）
定　員：口頭発表（5分、10 分、15 分の中でご指定頂けます。）10組程度
　　　　※ポスターやパネル展示のみも受付けています。
　　　　※定員を超えた場合は部門のバランスを考慮の上抽選と致します。
　　　　※発表人数の関係により開催時間に若干の変更がある場合がございます。
申　込：12 月 22 日（必着）まで、はがきまたは Eメールにて、①いたばし・まちの環境発表会発表申

込②郵便番号・住所③氏名（ふりがな）④年齢または学年⑤電話番号・FAX 番号（団体または
代表者のもの）⑥発表のテーマ（25 字以内）⑧発表形態（口頭・パネル展示・映像、その他
ご希望があればその旨も明記）⑨希望発表時間（5分、10 分、15 分いずれか）⑦団体名（団
体の場合のみ）を明記の上、エコポリスセンターへお送りください。

要申込 　12/22（月）申込しめきり平成 26年度 いたばし・まちの環境発表会 発表者・展示者募集

詳しくはこちら

　近年、幼児期のこどもたちに自然体験をすすめる、『森のようちえん』の取り組みが全国的にひろまっています。しかし、小さな子ど
もたちを連れて自然の中に入ってもどのように関われば良いのかわからない、お父さんお母さん、また幼稚園や保育園の先生も多いので
はないでしょうか。
　今回初級編では、幼児に焦点を当てた、自然と関わる技術の初歩を指導いたします。
※初級編に続き、中級・上級編「幼児童向け環境教育プログラム実践・作成」（2015 年

　2 月 14 日（土）・15 日（日））を開催予定。連続講座になっていますので、ぜひ、
初級編からご参加ください。
日　時：2015 年 1月 24 日（土）9：00 ～ 15：00
場　所：エコポリスセンター
　　　　★詳しくはホームページへ

要申込 　12/27（土）申込しめきりエコライフマスター講座初級編～森へ誘
いざな

う幼児の “自然あそび”講座～参加者募集 
詳しくはこちら

Xmas
12/20（土）

開　催

キャンドルの灯りのもとスローな空間の中で

手作りアニメーションの作品を上映します☆

夕刻のひととき、 心温まる時間を家族や

友人と一緒に過ごしませんか。
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レイアウト=小林峰子、長谷川望

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。

【場　所】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。
【場　所】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

12 月17 日（水）15：00 ～16：00

「木の実でオーナメント」

1月21日（水）15：00 ～16：00

「オリジナル羽子板」

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
10:55 11:05 11:15

(11:20)
12:45 12:30 12:20

12:55
13:25 13:20 13:10

13:35 13:50 14:00
14:45 14:40 14:30 14:15 14:05

(14:55)
15:25 15:40 15:50

16:35 16:30 16:20 16:05 15:55
16:45 (17:00)

(　) は着便のみ

エコポリスセンター
年末年始休業日の
お知らせ

年末年始 2014 年 12 月 29 日（月）～ 2015 年 1 月 3 日（土）の期間
全館休館いたします。（※古布・古油・ペットボトルキャップの回収も含む。）
※４館連絡バスの営業日は 12 月 28 日（日）まで。新年は 1月 4日（日）から運行になります。

【日　時】2015 年 2月 8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。

エコポ祭り　次回開催告知！ ★出店のお申し込みは、次号のエコポをご覧ください。

※「広報いたばし」の出店者募集記事の掲載は 2015 年 1/8 号になります。
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