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いたばし　　2015 年12 月・2016 年1 月

ヨミガエル

小学生部門 中学生部門
～ポスター部門～

～標語部門～

平成27年度　身近な環境に関する標語及びポスター展
優秀作品発表！

金賞　　大澤　美羽　　緑小学校 4年 金賞　　内山　千聖　板橋第二中学校 2年

ぶんべつを　するとあふれる　ちきゅうのえがお　　　　　　　
ちょっとまて　ポイすてはノー　ごみばこへ
今やろう　残さず・長もち・リサイクル
マイハブラシ　マイ水筒　マイバック　家族みんなで　エコ旅行

最優秀賞

最優秀賞

小学生部門

中学生部門

淑徳小学校　1年　　　篠田　侑生
淑徳小学校　2年　　　吉田　楓
淑徳小学校　3年　　　岡　幸太朗
淑徳小学校　4年　　　秋山　義興

板橋第一中学校　2年　　　飛澤　拓登
赤塚第二中学校　3年　　　齋藤　真琴

気づこうよ　地球が助けを　求めてる
迷ったら　決め手はやっぱり　エコマーク



参加者募集

予告 !!

イベント開催

手作り市フェア
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　2016 年 1月 23 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。

詳しくはこちら

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

申込記入項目
各講座指定の申込方法（往復ハガキやEメール等）
で、必要事項①～⑥を明記のうえ、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。

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

エコライフフェア冬

本イベントは、地球温暖化防止活動を目的としたイベントです。
主催：板橋区、いたばしエコ活動推進協議会、エコポリス板橋環境行動会議詳しくはこちら

エコポ祭り～フリーマーケット～
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♪

日　時　12月 13 日（日）10：00 ～ 13：00
場　所　エコポリスセンター　地下 1階フロア

詳しくはこちら

平成 27 年度 いたばし ・まちの環境発表会 発表者・展示者募集
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。パネル展示に関しては、展示期間中に投票を行ない、優秀作品には賞状と粗品をお渡しします。
表彰は発表会当日に行ないます。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。

▶【発表日】2016 年 2月 28 日（日）13：00 ～ 16：30（予定）

　　　　　　〔パネル展示期間〕2016 年 2月 20 日（土）～ 28日（日）

▶【場　所】エコポリスセンター地下 1階　視聴覚ホール

▶【対象者】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～ 15 分）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いたします。
　　　　　　　※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。

▶【応募方法】2016 年 1月 8日（必着）まで、官製はがきまたは 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）⑦団体
名（団体の場合のみ）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）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

新春☆昔あそび祭り
日　時　2016 年 1月 16 日（土）・17日（日）
場　所　エコポリスセンター

9月の初級編で植えた作物の収穫と試食を行ない、家や地域でできる食農アクションを皆さんと考えるワークショップです。
食に向き合う、地域で取り組む食農エコライフを！ （初級・中級・上級編の連続講座になっていますが、上級編からのご参加も大歓迎です。）

日　時　12月 5日（土）10：00 ～ 15：00
場　所　エコポリスセンター
講　師　水口　聡子（園芸療法士）
対　象　18歳以上　※ 5歳以上のお子様の同伴可
定　員　30名（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）
参加費　無料　　　持ち物　昼食、飲み物
申　込　11 月 21 日（必着）まで、往復はがきまたはＥメールで、 3 ページ下の申込記入項目に加え、⑦参加者全員の食物

アレルギーの有無（有りの場合は詳細を記入）を明記の上、エコポリスセンターへお送りください。※③④⑦は、
同伴されるお子様の分もご明記ください。 詳しくはこちら

エコライフマスター講座 2015 ～食と環境のつながり～
上級編 「板橋でできる食農アクションプラン～目指せ！　食農エコライフマスター～」

初級編の様子

エコプロダクツ 2015 に出展！！
日本最大の環境イベント「エコプロダクツ 2015」に、今年も「オー
ル東京 62」として参加します。
今年は、東京都の 38 自治体に加えて島しょ部の自治体が参加し、
個性豊かな環境活動が紹介されます。みんなで支える地球の明
日を考えてみませんか？
エコポリスセンターは、パネル展示だけでなく、ステージショー
やワークショップでも参加します。東京都のブース以外にも、
全国から企業や行政NPO団体など盛りだくさんの出展です。
ぜひ足を運んでみてください！！　お待ちしています！！

日　時　12月 10 日（木）～ 12日（土）
　　　　10：00 ～ 18：00※ 12 日は 10：00 ～ 17：00
場　所　東京ビッグサイト（東展示場 5ホール）

詳しくはこちら

エコポリ出展 ( パネル展示以外 )
ステージショー「出張！　休日はエコでショー！」・・・12 月 10 日（木）11：00 ～ 11：15、14：45 ～ 15：00
ワークショップ「釣りたてピチピチ！「お魚屋さん」」・・・12 月 12 日（土）12：30 ～ 13：30

収穫イメージ

昨年の様子昨年の様子

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 2015 年 12 月 29日（火）～2016 年 1月 3日（日）の期間
全館休館いたします。（※古布・廃食用油・ペットボトルキャップ・小型家電の回収も含む。）
※４館送迎バスの営業日は 12月 27 日（日）まで。新年は 1月 9日（土）から運行になります。

開催決定！！

♪詳細は随時ホームページにてお知らせいたします !　ぜひご確認ください !

歳末 3R アイデア展
エコな生活をおくるための合言葉…“3R” をテーマとした特別企画展を開催します。エコポリスセンターで活躍をし
ている団体を中心とした、様々な 3Rの活動や情報を発信します。もしかしたら、地球にやさしい生活を送るための
ヒントが見つかるかも！？
期間中は、子ども向けと大人向けの 2種類のクイズに挑戦することができます。ぜひ挑戦しに来てください！

日　時　12月 1日（火）～ 20日（日）9：00 ～ 17：00（最終日は 15：00 まで）
場　所　エコポリスセンター

～生ごみリサイクル相談会～
NPO法人生ごみリサイクル全国ネットワーク板橋の蓮沼先生の相談会を実施します。
生ごみリサイクルのコツを知るチャンスです！　ぜひお立ち寄り下さい。

日　時　12月 13 日（日）10：00 ～ 13：00（随時受付）
場　所　エコポリスセンター 1階展示フロア
対　象　どなたでも
費　用　無料　※当日直接会場へお越しください。

詳しくはこちら

昨年の様子

昨年の様子

生ごみから堆肥を作る様子
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今年もアイデア

盛りだくさん！

エコライフ
のヒントを

探しにきてね！

年末のお掃除をテーマに、環境にやさしいライフスタイルの情報を紹介します。
先人のエコな知恵が学べるミニ体験コーナーもあります。
ぜひ、エコライフのヒントを探しにお越しください！

日　時　12月 1日（火）10：00 ～ 15：00
場　所　板橋区役所（板橋 2-66-1）
　　　　本庁舎北館 1階・区民イベントスペース
費　用　無料　※当日直接会場へお越しください。
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編集：長谷川望

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

【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

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。

【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

もこもこリボンカード

プラバン

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。

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

毎週木曜日 15：15 から

12 月16日（水）15：00 ～

1月20日（水）15：00 ～

毎週月・水・土曜日 9：30 ～ 16：30
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ピックアップ！ かんきょう写真コンテスト

～秋編～

秋編では 9～ 11 月に撮影した区内の身近な自然環境の写真（紅葉、野鳥や草花、昆虫など）を募集しま
す。作品はエコポリスセンターで展示し、投票で入賞 10 作品を選出します。カメラや携帯・スマホで撮っ
たお気に入りの写真をエコポリへ送ってください。たくさんのご応募をお待ちしています。

審査期間　2015 年 12 月 22 日（火）～ 2016 年 1月 31 日（日）
場　所　エコポリスセンター
内　容　板橋区内の自然や環境にまつわる写真
対　象　板橋区内在住・在学・在勤の方
賞　品　図書券 1000 円分（入賞者 10名） 
申　込　12 月 12 日（必着）までに、画像データ（1作品につき 3Mバイト未満）をメールで

添付、または印刷（L版または 2L 版）して郵送・ご持参で、下記の項目を明記の上、
宛先へお送りください。

　　　　①写真の題名（20字以内）・説明（100 字以内）・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
＊ご応募は、一名につき 3作品までとさせていただきます
＊印刷でご応募された作品は、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。
＊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。
＊応募者多数の場合、予備審査をさせていただく場合があります。
＊ご応募いただいた作品は返却できません。
＊応募された作品は、エコポリスセンター内外での展示およびウェブサイト等に使用させていただく場合があります。
＊入賞者には改めてネガや元データの提供をお願いする場合があります。
＊作品は本人撮影で未発表のものに限ります。

作品募集！！

詳しくはこちら
※写真は例です。

※写真は例です。
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