
ウェブも見て
エコポリ通になろう！
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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

2015 年 4 月・5 月

2014 年度 かんきょう写真コンテスト～冬・春編～より
桑原　良明「蕾とヒヨドリ」
「通勤途中で撮りました、梅はまだ蕾の状態がほとんどでした…」
撮影場所：赤塚溜池公園

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。

ゴールデンウィーク
 特別企画！！

環境のことを楽しく学ぶ、 エンターテイメントショー！

休日はエコでショー !
出張！

環境のことを遊びながら

楽しく学べるエンターテイメントショーです！

クイズや実験、 演劇などの様々なジャンルのショーをご用意しています！

時　間　15～ 45 分間　
対　象　5歳以上、10名～
費　用　無料（一部材料費がかかるものもございます）
お申し込み方法など詳しくはHPにて☆ 詳しくはこちら

詳しくはこちら

日　時　4月 25 日（土）～ 5月 6日（水）
　　　　10：00 ～ 17：00（受付は 16：00 まで）
対　象　どなたでも（ただし 5歳以下は保護者同伴）
参加方法　開催期間中に、エコポリスセンター1階にて受付。
　　　　※事前申し込み不要。1時間以内で体験できる

ゲームです。

登録者随時受付

日　時　3月 28 日（土）13：45 ～ 16：15
場　所　エコポリスセンター地下 1階　環境研修室
対　象　小学生以上の親子
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）
申　込　3月 17 日（必着）まで、往復はがきまたは Eメールで、

7ページ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。

日光杉でエコポリの家具を作ろう

今年の４月で開設２０周年を迎えるエコポリスセンターはさらにバージョンアップします！

そこで、 エコポリスセンターで使う新しい家具 （机 ・ 棚） を一緒に作ってくれる方を募集します☆

材料は、 板橋区と 「みどりと文化の交流協定」 を結んでいる栃木県日光市の杉です。

初心者でも大丈夫！　「木のおはなし」 を聞いた後、 大工さんと一緒に机や棚を組み立てます。

参加者には、 日光杉で作ったオリジナルコースターをプレゼント♪

お待たせしました！

今年の GWもエコハンターを開催します♪

エコポリスセンターに隠された問題を解き

お宝をゲットしよう☆
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エコハンター★宝探しゲーム 第３弾

エコポリ・イベント会員募集 ! ！

エコポリスセンターでは様々な環境に関するイベントを行なっており、その会員を募集しています。

会員になった方には一般募集よりも早くイベントのご案内がメールで届き、優先的にご参加いただくことができます。

それぞれ対象が異なりますのでお確かめの上、以下の中からご希望の会員番号をお選びください。登録は年間を通して受け付けています。

※イベントに会員の方が多数お申し込みをされた場合は抽選となります。

※会員の方にはエコポリスセンターからのお知らせをお送りさせていただきます。

※複数の会員に登録可能です。

①板橋グローブクラブ
年間を通して身近な環境について遊びながら楽しく学びます。畑で野菜を育てたり、エコ工作やエコ料理教室もあります。

対　象：小学生以上～中学生以下
費　用：登録料 500 円（交通費、材料費などはその都度、各自負担）
日　程：月 2回程度、日曜日 10：00 ～ 15：00　※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。

②地域ふれあい隊（里山体験・農山村交流）
里山体験や農山村交流など野外に飛び出して、地域の人とふれあいながら様々な体験をしてみませんか。ファミリーでのご参加も大歓迎です。

・里山体験…埼玉県嵐山町の里山で、間伐や田植えなどの体験を通して、自然を楽しく学びます。
・農山村交流…農業などが体験できる場で、自然・歴史・文化に触れ、現地の方との交流を深めます。農山村の生活を楽しく体験してみましょう。
・その他の野外活動イベント
対　象：5歳以上（イベント毎に対象が異なる場合があります）

　　【里山体験に参加しよう！】
　　　平成 27 年度の里山体験は、以下の日にちで行なう予定です。自然とふれあいながら楽しく里山を学んでみませんか？

　　場　所：埼玉県嵐山町
　　　① 2015 年 6月 13 日（土）　田んぼ体験～田植え編～
　　　② 2015 年　7月 5日（日）　オオムラサキ観察・水生昆虫調査
　　　③ 2015 年 10 月 3日（土）　田んぼ体験～稲刈り編～
　　　④ 2016 年 1月 24 日（日）　間伐体験（落ち葉かき）・落ち葉ですべり台
　　　⑤ 2016 年 3月 20 日（日）　間伐体験（椎茸のコマ打ち）・バーベキュー
　　　※各回の詳細・募集については、Eメール・HP等にてお知らせ致します。

③かんきょう観察　
野草・昆虫・野鳥などをテーマに楽しみながら調査を行ないます。
地域でグループを作って活動したり、様々な観察会なども行ないます。

対　象：中学生以上で区内の調査に参加できる方
※全体説明会 5月 3日（日）13：30 ～ 16：00　全体説明会の出欠もご記入ください。

申　込　往復ハガキまたは Eメールで、ご希望のイベント名と 7ページ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。※ Eメールの場合は、info@itbs-ecopo.jp からのメールができるよう指定受信設定をお願いします。

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

3月28日 （土）

開催！！ 親子で木工体験 事前
申込

おじいちゃん

おばあちゃんと

お孫さんも

大歓迎です☆

日光の美しい自然の中で育った
杉です

板橋区内、どこにでもエコをお届けします！

杉は間伐材を

使用します！

樹齢何年かな？

詳しくはこちら
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2月3月9月

11月

1月

※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。

最新情報は
エコポリＨＰを
チェック！

5月

4月

8月

6月

7月

12月

10月

夏休み
エコスクール

2015

エコポ祭り

大感謝祭

エコホラーハウス

12日…エコポ祭り

19日…グローブクラブ

25日～5月6日…エコハンター☆宝探しゲーム

３日…かんきょう観察全体説明会

3日・17日…グローブクラブ

8日・9日…ボランティア研修及びヤゴの救出作戦説明会

9日…手作り市フェア

30日…エコポリ緑のカーテン講習会

31日…かんきょう観察春の自然観察会

1日～30日…かんきょう写真コンテスト・環境リサイクルパネル展

7日…エコポ祭り

7日・21日…グローブクラブ

13日…里山体験

14日…かんきょう観察一斉調査会（夏）

20日…農山村交流

27日・28日…環境なんでも見本市

5日…里山体験

11日…手作り市フェア

12日…グローブクラブ

18日～8月28日…4館スタンプラリー

22日～8月28日…夏休みエコスクール

下旬…季節の歳時記～打ち水～

下旬…環境科学教室

6日…緑のカーテンクッキング

上旬…緑のカーテン見学ツアー

22日・23日…サマースクール

29日…ものしり博士クイズ大会

下旬…こどもエコクラブ交流会

下旬…環境科学教室

6日・20日…グローブクラブ

13日…エコポ祭り

日程未定…エコライフマスター講座

1日～20日…身近な環境に関する標語・ポスター展

3日…里山体験

4日・25日…グローブクラブ

10日…手作り市フェア

11日・12日…エコホラーハウス

日程未定…かんきょう写真コンテスト

8日…エコポ祭り

15日・29日…グローブクラブ

21日…かんきょう観察秋の観察会

日程未定…農山村交流

6日…エコライフフェア冬

13日…エコポ祭り

13日・20日…グローブクラブ

19日…かんきょう観察一斉調査会（冬）

日程未定…歳末3Ｒアイディア展

日程未定…かんきょう写真コンテスト

17日…グローブクラブ

23日…手作り市フェア

24日…里山体験

日程未定…かんきょう写真コンテスト

日程未定…農山村交流

6日・7日…環境なんでも見本市・

　　　　　　緑のカーテンコンテスト表彰式

14日・21日…グローブクラブ

21日…エコポ祭り大感謝祭

6日・13日…グローブクラブ

12日…手作り市フェア

上旬…いたばし・まちの環境発表会

20日…里山体験

26日・27日…謎解きイベント

２０年の感謝を

込めて！

20 

周
年

迎

今
年

エコハンター★宝探しゲーム

2 日…20 周年記念式典 !!
　催し物盛り沢山でお待ちしております！

エコポリスセンター 2015 年　年間スケジュールカレンダー
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要申込 　5/30（土）申込しめきり里山体験～田植え編～参加者募集 

　　　　　　　　　　あなたの考えた

エコ・キャラ大募集！！
エコポリスセンター マスコットキャラクター募集

あて先
〒 174-0063
東京都板橋区前野町 4-6-1
板橋区立エコポリスセンター

「エコ・キャラ 2015」係

①「エコキャラの絵」②「エコキャラの名前とフリガナ」③「エコキャラのエコな
特
とく

徴
ちょう

の説明」④あなたの名前とフリガナ⑤郵便番号・住所⑥電話番号⑦学校・学年
★①～⑦をはがきに書いて、エコポリスセンターあてに送ってください。

※自作で未発表のものとし、第三者の権利を侵害しないものに限ります。
※すでに発表されたものと類似していることが判明した場合、発表後であっても入賞を取り消すことがあります。
※複数応募も大歓迎です。その場合はハガキ１枚につきキャラ１種にしてください。
※ご応募いただいた作品はエコポリスセンターが印刷・出版・放送などメディアでの使用の権利を所有させていただきます。
※入賞作品の使用権、商標登録権、著作権に関するすべての権利はエコポリスセンターが所有させていただきます。
※使用にあたっては作品のキャラ名やデザインなどを修正させていただくこともあります。
※ご応募いただいた作品は返却いたしません。入賞発表後、エコポリスセンターおよび公式サイトにて作品展示をいたします。
＊採用作品はエコポリスセンター公式マスコットとして展開される場合があります。

協力＝（株）学研教育出版

色えんぴつ賞
20 名様

ビジュアルかるた
「世界遺産」賞

3名様

大人の科学マガジン
「プラネタリウム」賞

3名様

大人の科学マガジン
「ステレオピンホールカメラ」賞

3名様

大人の科学マガジン
「ガリレオの望遠鏡」賞

3名様

応募締切　4月 28 日（火）必着
発表　エコポリスセンター公式ＨＰ内

注意事項

ウェブも
チェック！

手作り市フェア5/9 （土）

開　催

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

講習会【講師】

育成支援【相談対応】

事務局：環境戦略担当課環境協働推進担当係
　　　　　〒 173-8501　板橋 2-66-1　TEL：3579-2233　FAX：3579-2589　E-mail：s-kkyodo@city.itabashi.tokyo.jp

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、⑦その他記載事項
を記入。

※ 1つの講座につき往復ハガキ 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

登録者随時受付
緑のカーテンサポートクラブ会員募集

登録随時受付
緑のカーテン会員募集

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

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

登録団体随時受付
登録環境団体募集

登録者随時受付
エコライフサポーター募集（運営スタッフ）

随時受付
インターンシップ募集

埼玉県嵐山町で里山の手入れや田んぼで米作りなど、自然を楽しく学びながら年間５回の里山体験を楽しみましょう！

日　時　6月 13 日（土）9：00 ～ 15：00　※現地解散
場　所　埼玉県嵐山町　※東武東上線「武蔵嵐山駅」改札集合
内　容　嵐山町の子どもたちと一緒に田植えをします。
対　象　5歳以上（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（保険料として）※交通費は別途必要
申　込　5月 30日（必着）まで、往復はがきまたはＥメールで、 7 ページ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。
※当日の詳細は、当選通知に記載します。

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 5月 9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。

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。

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、往復ハガキ・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。
※メールアドレスをお持ちの方は、Eメールでの情報提供にご協力ください。

緑のカーテンを育成した経験のある方なら誰でも入れる登録制のクラブです。現在、約 10 人の会員が活動しています。“講師 ” となって
育て方を教えたり、ゴーヤー料理講習会の “ 助手 ” をしたり、環境イベントで “ 相談 ” を受けたり……いろいろな形で区民のみなさんの
緑のカーテンを応援しています。 これから一緒に活動してくれる方を募集します。

対　象　区内在住・在勤・在学で緑のカーテンを育成した経験のある方
申　込　①緑のカーテンサポートクラブ登録②郵便番号・住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話・FAX 番号を明

記のうえ、電話・ハガキ・FAX・Eメールで下記までお申し込みください。

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。

ご自身のスキルアップを目指す方や、ボランティアの実績を残したい方などがこれまでに参加しています♪
エコ活動をもっと普及し、推進するためにエコライフサポーターを募集しています！

募集内容　環境学習指導員の補助（環境学習出前授業・ヤゴの救出作戦・野外活動イベント・館内業務など） 
対　象　大学生・専門学校生から 40 歳未満で、子ども・植物・動物などが好きで環境教育に興味の

ある方　※月 2回程度活動できる方　※交通費実費を支給　
募集人数　若干名　
申　込　まずは体験に来てみてください！　詳しくはエコポリスセンターへ

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。

業務内容　環境学習指導員の補助、体験（環境学習出前授業・ヤゴの救出作戦・野外活動イベント・館内業務など）
対　象　大学生・専門学校生（環境教育に興味のある方）※最短期間 3日間連続で 5日以上から
受入人数　若干名　
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へ

僕たちの仲間を

考えてね！

エコ・キャラ応募方法

エコポリスセンターのイメージにぴったりのマスコットキャラクターを募集します。
エコの街「エコポリス」に住むキャラクターを考えてどんどん送ってください。
採用された皆さんには、ステキな賞品をプレゼントします！

地球にやさしい、

地域にやさしいエコなキャラを

考えてみてください♪

前年度の田植えの様子

エコホラーハウスの様子
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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

4月15 日（水）15：00 ～16：00

「キュービックパズル」

5月20 日（水）15：00 ～16：00

「牛乳パックしおり」

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

【日　時】4月 12 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）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】3月 21 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」係までお申し込みください。

エコポ祭り　フリーマーケット出店者募集

8


