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新・指定管理者の挨拶
～私たちがエコポリスセンターの管理運営を行なっていきます！～

　平成 7年のオープン以来 22年間に亘り、区民の皆さまが環境のことを「知る・気付く」、「考える・
学ぶ」、「行動する」、「交流する・育てる」と、さまざまな活動の場としてご利用いただいてきた
エコポリスセンターの管理運営を 4月 1日から新たな指定管理者として、私たち「板橋エコみら
いプロジェクト」が担当させていただくことになりました。
　今まで行なってきたさまざまな事業は引き継ぎつつも、「板橋区環境基本計画 2025」につなが
る新たな取り組みも、積極的に実現をしていきます。
　私たちは「地域と育む　エコな未来」を基本理念に掲げ、板橋区の未来を担う子どもたちや若
い世代を含めた多くの世代の区民が、知る・気付く・考える・学ぶ・行動する・交流する・育てる…という繰り返しから生まれる、「区
民が区民を育てる仕組みづくり」をエコポリスセンターで行なっていきます（詳細は 6ページの「人材育成への新たな取組み」をご
覧ください）。
　板橋区は平成 5年に「エコポリス板橋環境都市宣言」を行なうとともに、各地域でさまざまな方々が「環境」というものに対して、
何ができるかを考え、行動してきた歴史があります。
　私たちはそれら地域の皆さまが培ってきた経験とノウハウを他の区民や次の世代に継承していくことが必要であり、重要であると
考えています。
　上記のように板橋区には「エコポリス＝環境都市」として、魅力的な人材を多く育てる土壌があります。エコポリスセンターが「環
境教育」の拠点となり、地域の人材が次の世代の方々を育て、育った方々がまた地域に戻っていくとともに、また次の世代を育てる
役割を担う…こんなサイクルができるようにコーディネートしていくのが、私たちの仕事だと考えています。
　さらにそれ以外にも、さまざまな取り組みを行ない（詳細は 3ページの「エコポリスセンターはこう変わる！」をご覧ください）、
エコポリスセンターを「より身近な施設」に、「より賑わいのある施設」に変化させていきます。
　そして、板橋区以外のエリアにもこの取り組みを多く伝え、区民にとって自慢の施設となれるように、ここからの 5年間頑張って
いきますので、ぜひ皆さまのご協力とご支援をいただければ幸いです。

新・指定管理者：板橋エコみらいプロジェクト

新・指定管理者「板橋エコみらいプロジェクト」の紹介
　私たち「板橋エコみらいプロジェクト」は、「事業運営・人材育成のプロフェッショナル」「環境事業企画のプロフェッショナル」
「維持管理のプロフェッショナル」「板橋区のプロフェッショナル」の下記の 4 つの団体がタッグを組むグループです。

皆さまにとって、 より身近な施設となれるよう、

職員一同、 精一杯がんばっていきます。

どうぞ、 いつでもお気軽にお立ち寄りください。

たくさんの方々のお越しを心よりお待ちしております。

代表団体：株式会社小学館集英社プロダクション（全体統括・事業企画運営業務・広報業務・総務経理業務担当）
　1967 年の設立以来、教育（エデュケーション）と娯楽（エンタテインメント）の二つの事業を柱としている企業で、この二つの言葉から
生まれた造語「エデュテインメント」を企業理念に掲げています。子供からシニアまで、人生を楽しく前向きに生きるための手助けをする企
業として、この「エデュテインメント」の精神を大切にしていきたいと考えています。 

構成団体：東京パワーテクノロジー株式会社（事業企画運営業務担当）

　1951 年尾瀬国立公園を発祥の地として設立され（2013 年会社統合）、エネルギー産業における多様なフィールドでトータル的な環境事業
を実施してまいりました。今まで培ってきた経験、ネットワークを活用し、「環境立国いたばし」の環境価値の向上を目指して、多くの区民
の皆様のお手伝いをさせていただきたいと考えます。

構成団体：東京ビジネスサービス株式会社（維持管理業務担当）

　誠実奉仕を全ての基本として、清掃・設備運転保守・保安警備といったビルメンテナンス業務を中心に、心をこめたサービスを提供してい
ます。お客様の事業拡張、新規事業への参入などにより発生した新たなニーズにお応えすべく、私たちも事業分野を拡大し、現在は 9つの分
野を中心にお客様のビジネスをサポートしています。

構成団体：板橋建物総合管理協同組合（維持管理業務担当）

　地元板橋区内に「本店」を構え、主に清掃等の建物管理を行なっている企業 13 社で構成されています。結成から 30 年を数え、経済産業
省から「官公需適格組合」の認定を受け、地元「いたばし」の発展と「56 万」区民の皆さまに快適な生活をご提供するため、日々励んでい
ます。
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◆1 階入口すぐの 「コンシェルジュ」 が、 皆さまをお待ちしています。

エコポリスセンターにお越し頂くと、まずは「コンシェルジュ」が皆さまを明るくお出迎え致します。
初めていらした方はもちろん、何度も足を運んで頂いている方も、ぜひお気軽に声をおかけください。
施設のご案内の他、様々な講座やイベントの情報等もご提供致します。

◆センターを拠点に活動している団体や、 板橋区の環境情報にご注目ください。

エコポリスセンターには、ここを拠点に活動しているたくさんの登録環境団体さんがいらっしゃいま
す。紙漉きや野鳥観察など、団体によってその活動内容は様々。そんな活動を月替わりでピックアッ
プして、お越し頂いた皆さまにご覧頂けるスペースを入口すぐのところに設置します。ぜひご注目く
ださい！
また、板橋区が発信している環境に関する情報をまとめた「いたばし環境区政情報コーナー」も設置
予定ですので、こちらにも足を運んでみてください。

◆ “環境” について、 触れて、 学べる 「乳幼児ゾーン」 「小中学生ゾーン」 が新設されます。

小さいお子さまでも安心・安全に遊ぶことができる「乳幼児ゾーン」を
地下 1階に新設します。木製のおもちゃや環境に関する絵本なども設
置しますので、小さいうちから自然と環境に触れて頂けます。ぜひお子
さまと一緒にお気軽にお越しください。
また、同じく地下 1階に「小中学生ゾーン」も新設します。書籍や図
鑑も備え、自習やグループ学習に最適なスペースを作りますので、小学
生や中学生の皆さんのお越しをお待ちしています。

◆1 階の資料室は、 「大人のための情報室」 に生まれ変わります。

子ども用の書籍や資料を全て地下 1階に移し、1階の資料室は大人向
けの書籍や資料を配置します。
大人だけの静かな空間で、環境に関する様々な情報に触れて頂きたい
と思っております。新刊本や各種雑誌も定期的に入れていきますので、
センターにいらした際はぜひお立ち寄りください。

エコポリスセンターはこう変わる！
　つい難しく考えてしまう「環境」に関する様々なこと。これからのエコポリスセンターでは、そんな「環
境」について、触れて、感じて、学んで、いつのまにか今より少し詳しくなれる様々な工夫を、4月以降
随時実施していきます。
　小さなお子さまからシニアの方々まで、どうぞお気軽にお越しください！　「ちょっと休憩♪」でのご利
用も大歓迎です。“身近なエコ”へのヒントを探してみてくださいね。

写真はイメージです。

写真はイメージです。

写真はイメージです。

写真はイメージです。
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エコポリスセンター イベントスケジュール
平成 29 年度　
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4月5月のイベントインフォメーション

イベント申込方法
必要事項①～⑥を明記のうえ、往復ハガキまたはEメールでエコポリスセンターへお送りください。
※記事内に指定がある場合は、その他の記載事項を記入。※ 1つの講座につき、はがき 1枚。
※②～⑥は参加する方全員分を明記ください。※定員を超えた場合は区内在住・在学・在勤の方を優先して抽選。

宛　先宛　先
板橋区立エコポリスセンター
〒 174-0063
板橋区前野町 4-6-1

info@itbs-ecopo.jp
E メール

03-5970-5001
問合せ

空き箱の中でビー玉を転がして遊べるゲーム盤を作り
ます。

日　時：4月 23 日（日）10：00 ～ 12：00
場　所：エコポリスセンター
対　象：小学生（小学 2年生以下は保護者同伴）
定　員：12名
参加費：100 円　
持ち物：当選通知にてお知らせします。
申　込：4月 3日（月）必着まで

空き箱のビー玉迷路
和文化をもっと知ろう！

日本の歳時記と年中行事

年中行事や四季折々の習わしなどを通じて日本の豊か
な文化を見つめなおします。かんたんな行事食と共に
お楽しみ下さい。

日　時：4月 22 日（土）13：30 ～ 15：30
場　所：エコポリスセンター
対　象：18歳以上
定　員：12名
参加費：500 円　
持ち物：筆記用具
申　込：4月 3日（月）必着まで

牛乳パックを使ってビックリ箱を作ります。

日　時：5月 6日（土）13：30 ～ 15：30
場　所：エコポリスセンター
対　象：小学生（小学 2年生以下は保護者同伴）
定　員：12名
参加費：無料　
持ち物：牛乳パック3本
　　　　（洗って開かない）
申　込：4月 15 日（土）必着まで

牛乳パックでビックリ箱

牛乳パックなどに布地を貼り、オリジナルパスケースを作ります。

日　時：5月 16 日（火）10：00 ～ 12：30
場　所：エコポリスセンター
対　象：18歳以上
定　員：10～ 12 名
参加費：100 円　
持ち物：①牛乳パック（開いていないもの） ②端切

れ（16cm×16cm 以上のもの数種類※厚
地でない木綿地）③裁ちバサミ

申　込：4月 25 日（火）必着まで

かんたん♪カルトナージュで

カードケースを作ろう

日本古来の文化の和とじを伝承するとともに家庭で出る古紙
の裏側を利用してメモ帳をつくり、ゴミを出さないしましょう。

日　時：5月 21 日（日）13：30 ～ 15：30
場　所：エコポリスセンター
対　象：18歳以上
定　員：12名
参加費：100 円　
持ち物：①メモ用紙にしたい紙（A4サイズ） ②表・

裏表紙（A4 各1枚）
申　込：4月 29 日（土）必着まで

和とじを覚えてメモ帳を作ろう

申込記入項目
①催し名・コース
②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな）

④年齢
⑤電話・FAX番号
⑥区内在勤・在学の場合は勤務先（所在地）・学校名を記入

本年もイベント盛りだくさんでお迎えします！

エコポリスセンターで楽しくエコを学ぼう！

冬春編　4月募集予定
夏編　　8月募集予定
秋編　　11月募集予定

かんきょう写真コンテスト

フリーマーケット

日産車体工場見学

グローブクラブ

牛乳パックから手漉きはがきを作ろう

月1回程度開催

手作り市フェア

プランターで作る生ごみたい肥とベビーリーフづくり

年3～ 4回開催予定 6月18日（日）開催！
以降偶数月、
第三日曜日開催予定！！

樹木博士になろう

DIYで簡単寒さ対策

4館スタンプラリー

ネクタイで作るかわいいポシェット

夏休み期間中開催！

夏休みエコスクール

ものしり博士クイズ大会
inエコポリスセンター
夏休み最終日開催予定！！

かんきょう観察
外来種について学ぼう全体説明会　5月以降開催予定

年3回程度予定 緑のカーテン講習会

自然エネルギー講座

圧力鍋で時短クッキング

ヒートアイランド現象を考える

通園、通学グッズ作り

inエコポリスセンター
5月開催予定

身近な環境に関する標語及び
ポスター展
10月開催！

第17回

環境なんでも見本市
2018年 2月開催予定！
緑のカーテンコンテスト表彰式
環境なんでも見本市内で実施予定

エコライフフェア夏
エコライフフェア冬
6月と12月に開催予定！

自然体験

リコー工場見学

さき織体験

夏（尾瀬国立公園）
秋（武蔵嵐山）
冬（新潟の豪雪地帯）
開催予定！

いたばしまちの環境発表会
2018年2月頃開催予定！

エコッぱ

ボトル
ん
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ヨミガエ
ル

ナチュラル兄弟

その他予定しているイベントがこちら

※日程は 3月 1日現在の予定です。変更になることがありますので、ウェブサイトや広報いたばしでご確認ください。
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登録随時受付　インターンシップ募集
将来、環境教育に携わることを考えている方、環境教育の現場を体験したい方など環境教育に興味のある方を受け入れています。

活動内容　センター主催の環境学習・啓発事業の企画運営および広報などの業務体験
対　象　高校生・大学生・専門学校生（環境教育に興味のある方）　
申　込　履歴書（学校からの場合は覚書等）を郵送でお送りください。
　　　　※後日、スケジュール等をご相談させて頂きます。
　　　　　詳しくはエコポリスセンターまでお問い合わせください。

センター主催の環境学習・啓発事業をサポートしていただくボランティア “エコライフサポーター ”を募集します。学生からシニアまで、多くの方からのご応募をお待ち
しています。

活動内容　センター職員および環境学習指導者のサポート業務（指導補助、子どもの見守り、受付、制作などの準備、など） 
対　象　子ども・植物・動物などが好きで環境教育に興味のある 18歳以上の方※高校生は除く
申　込　平成 29年 4月以降に募集説明会を実施します。説明会の日時は決定次第、センターのHP等でお知らせします。
　　　　※交通費実費を支給します。

登録受付　エコライフサポーター募集

エコポリスセンターでは、随時、環境保全に関する活動を継続的又は定期的に行なう5名以上の団体（代表者及び団体の構成員の半数以
上が区内に在住・在勤・在学）の団体登録を受け付けています。エコポリスセンター団体登録申請書に、規約、会員名簿、活動経歴を添
付し、エコポリスセンター1階事務室までお持ちください。登録団体の環境保全に関する公益的な活動に対しては、環境学習室、視聴覚ホー
ルの貸出しについて、使用料の減免規定が適用されます。環境学習室、視聴覚ホールでは、講演会・学習会・上映会等の開催もできます。
皆様のご登録、ご利用をお待ちしています。

申　込　詳しくはエコポリスセンターまでお問い合わせください。

登録団体随時受付　登録環境団体募集

緑のカーテンの育て方や緑のカーテンに関するイベントなどの情報をお知らせします。緑のカーテンコンテストも開催予定！

申　込　①「緑のカーテン町ぐるみで広げよう」参加登録申込 ②氏名または
団体名（ふりがな）③住所 ④電話・FAX・メールアドレス ⑤希望す
る情報提供方法（郵送・メール）を明記のうえ、ハガキ・メール・
FAX でエコポリスセンターまでお申し込みください。

　　　　※登録は年間を通して受け付けています。

登録随時受付　緑のカーテン会員募集

年間を通じて身近な環境について遊びながら楽しく学んでいきます。畑で野菜を育てたり、エコな工作や料理教室なども計画中！

対　象　小学生以上～中学生以下
日　程　日曜日（月 1回程度）プログラムによって時間が異なります。
申　込　詳しくはエコポリスセンターまでお問い合わせください。
　　　　※各回の詳細については、Eメール・HP等にてお知らせいたします。
　　　　※申込状況により、 受付を一時中止することがあります。

登録受付　板橋グローブクラブ

区内で見られる野草・昆虫・野鳥などの調査を楽しみながら行ない、野外観察会も行ないます（年３
回程度）。既に観察員に登録されている方は、継続することができます。この他、地域でグループを
作り、定点観察や自由研究の発表などもあります。樹木や草花、野鳥などの知識が全くない初心者
でも楽しめます。定年退職後の趣味のひとつに自然を愛でる活動はいかがですか？
もちろん学生や若者も大歓迎！

対　象　中学生以上で区内の調査に参加できる方
定　員　新規会員 20人（申込順）
　　　　※平成 29年 5月以降に募集説明会を実施します。説明会の日時は決定次第、センターのHP等でお知らせします。

登録受付　かんきょう観察 観察員募集

“区民が区民を育てる”人材育成への新たな取組み
～ボランティア・指導者として、次世代を育てる活動に参加しませんか？～
“ 区民が区民を育てる仕組みづくり ”を実現させるため、子どもから大人まで継続的に環境活動を実践していくことができる流れを
つくり、次の世代を育てる指導者を育成していきます。

エコポリスセンターでは年間を通じて身近な環境を学ぶための様々な登録制度があります。

小中学生

高校生・大学生・専門学校生

大人（18歳以上※高校生は除く）
環境活動クラブ

“ 板橋グローブクラブ ”

さらに充実した活動内容へ…

“環境ボランティア ”
（18歳以上）

“ エコライフサポーター ”
（大学生・専門学校生から 40 歳未満まで）

これまで募集してきた

地域の学校とも協力！
～学生対象のインターンシップの機会を拡大～

インターンシップ

新・エコライフサポーター

新・環境学習指導者養成事業

人材バンクに登録

板橋区で環境学習指導者として活躍できる人材を育成

“ 次世代を育てる ” 指導者として活躍

多種多様な活動を通して、環境・自然・生物
について学びます。

◎エコポリスセンターの菜園やビオトープの
手入れ
◎地域の生き物や植物の観察
◎工場などの施設見学
◎実験・工作　など

　活動は月 1回程度です。

エコポリスセンターの運営業務を体験します。

◎センター主催の環境学習・啓発事業の企画
運営
◎センターの広報業務　など

“ 環境ボランティア”や “エコライフサポーター”
等、活動内容や年代によって分かれていたボラ
ンティア活動名を “エコライフサポーター ”に
統一します。今後は、様々な世代が知恵を出し
合い、センター主催の事業を一緒に盛り上げて
いきます。
※平成 29 年 4月以降に、どちらかに既にご登
録いただいている方を含めた説明会を実施予定

平成 29 年度からは事業内容を見直し、環境学
習の企画・指導・運営を行なうために必要なス
キルをじっくり学ぶことができる3ヶ月程度の
プログラムへと生まれ変わります。
※平成 29 年 6月ごろに説明会を実施予定

最新情報および詳細は、４月１日以降のエコポリスセンターのHPでご確認ください。また、お電話でも随時、お問い合わせを承っています。

参加方法：4月以降にホームページで、登録を
受け付けます。

参加方法：随時、参加者を募集します。

エコリ
ス

“ エコライフサポーター ”
として一緒に活動

板橋区の「環境教育推進プラン2025」の重点
施策になっている環境教育のための人材バンク
が、平成 29 年度に立ち上がります。環境学習
指導者養成事業修了生は、人材バンクに登録
をし、センター内外で実施される環境教育に指
導者として携っていきます。

自ら環境学習講座
を企画し、センター
内または地 域コ
ミュニティで実施！

センターが主催する
環境学習講座に講
師として参加！

～エコポリスセンターで活動しよう！～

畑作り 廃材を使った工作

野外観察会 野外観察会

活動の様子

裂き織りの様子

前年度個人部門グランプリ受賞作品 前年度団体部門グランプリ受賞作品

写真はイメージです。
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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。
【日　時】木曜日　15：15 ～
【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。

毎週木曜日 15：15 から毎週月・水・土曜日 9：30 ～ 16：30

編集：長谷川望

【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

再生紙を使用しています。
印刷には大豆油インクを使用しています。

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。【ただし、第 3月曜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

４館送迎バスのりば案内 ４館送迎バスのご案内

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

子どもから大人まで体験しながら学べる区内最大級の環境イベント！来場者 2,824 名！

過去最多、 65 団体によるご参加 ・ ご協力のもと、 大盛況に終わりました☆

館内にずらりと並んだ 59 の展示ブースでは、

企業や学校、 法人・ 市民団体、 行政など、 分野や立場を越えて様々な団体が集結し、

日頃の活動の成果を紹介しました☆ 

一部のブースでは、 工作や実験、 ゲームなど、

その場で楽しめる体験コーナーも実施しました♪

多くの来場者の方が、 環境クイズラリーを楽しみながら、

たくさんのブースを見てまわっていました！

限定イベントも盛りだくさん！　木と触れ合える 「もくもく広場」、

いたばし環境カルタ de ビンゴ、 つみ木のワークショップ、

プロから学ぶ美味しい日本茶の淹れ方講座など、 どれも満員御礼でした♪

開催日時 ： 平成 29 年 2 月 4 日 （土） 13 ： 00 ～ 16 ： 30 ＆ 5 日 （日） 10 ： 00 ～ 16 ： 00

主催 ： 板橋区 （実施主体 ： エコポリスセンター） 企画 ・ 運営 ： いたばしエコ活動推進協議会／協力 ： エコポリス板橋環境行動会議

環境なんでも見本市 in エコポリスセンター

ご来場ありがとうございました☆

第
　
　
回

16

★4月1日よりバスの車体が新しく生まれ変わります。詳細は追ってご案内いたします。
　※乗り場や運行スケジュールは今まで通りです。
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