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2014 年 10 月・11月

2013 年度 かんきょう写真コンテスト～秋編～より
佐々木　千枝「美脚コンテスト」

農業まつりの品評会にて。大切に育てられてきたお嬢さん（？）達がずらり。
場所：赤塚体育館

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。

　春の一斉調査会では外来種のカメを調査しましたが、今回はセイタカアワダチソウを中心に調査します。区内の外来生物をテーマに、外来
生物の何が問題になるのか、私たちにできることは何かを一緒に考えましょう。講義と調査を行ないます。
日　時：10月 25 日（土）　9：30 ～ 15：30（受付 9：15 ～）
場　所：赤塚新町光が丘集会所　第 1洋室（赤塚新町三丁目 35番 13 号）板橋区光が丘備蓄倉庫の横
講　師：NPO法人生態工房　佐藤　方博氏
対　象：中学生以上（話の内容が中学生以上であることをご了解の上、保護者同伴のみ小学生以上も可）
定　員：20名（定員を超えた場合は区内在住の方を優先して抽選）
申　込：10 月 11 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

要申込 　10/11（土）申込しめきり秋の一斉調査会～草原の外来植物を中心とした調査＆報告会～参加者募集 

　今年も環境（地球温暖化、エネルギー、省エネ、節電、ごみ減量、リサイクル、自然保護、生き物、水、緑化、緑のカーテンなど）
をテーマにしたたくさんの力作が、区内の小中学校から集まりました。その中から選ばれた優秀作品を展示いたします。
日　時：10月 1日（水）～ 10月 19 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

手作り市フェア

身近な環境に関する標語及びポスター展

10/4 （土）
開　催

10/1（水） ～
10/19（日）開催

詳しくはこちら

詳しくはこちら

　板橋区を流れる荒川でゴミ拾いをしませんか？　かけがえのない自然をみんなの力で守りましょう。ゴミを拾うだけではなく、そのゴミか
ら見える荒川の状態を考えてみませんか？
　リサイクルプラザに集合して、戸田橋周辺のゴミ拾い、ゴミ集計などを行います。当日は板橋グローブクラブと一緒に活動いたします。
日　時：10月 5日（日）　10：15 ～ 14：00（荒天の場合は中止）
場　所：荒川、戸田橋周辺（10：15 にリサイクルプラザ集合）※4館送迎バスはリサイクルプラザに 10：05 到着、14：05 出発の便があります。
対　象：区内在住の方（小学 2年生以下は保護者同伴）　　定　員：30名（定員を超えた場合は抽選）
費　用：50円（保険料として）　　持ち物：軍手・タオル・飲み物・昼食
申　込：9月 25 日（必着）まで、往復はがき・ＦＡＸ・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 　9/25（木）申込しめきり荒川クリーンエイド　ボランティア参加者募集 
詳しくはこちら

　今年も参加します！　エコポリスセンターはエコチェックシートを実施し
ます。普段の生活をふり返って、エコなアイテムをゲットしよう！
日　時： 10 月 18 日（土）・19日（日）　　場　所：大山公園

板橋区民まつり

詳しくはこちら

板橋農業まつりにも　　　　　　

参加予定！

　　ぜひ、遊びに来てください♪

10/18 （土）・
10/19（日）開催

今年もやるよ！
　　　   ハロウィン特別企画！

エコホラーハウス～妖怪たちと過ごす不思議な夜～
要申込

今年の秋も、エコポリスセンターがホラーハウスに大変身！

みなさんをハロウィンパーティにご招待します。

ハロウィン本番前のお披露目の場として、ぜひ仮装をしてご参加下さい！

昨年はこんな感じでした♪

昨年の案内人は魔法使いでした♪

妖怪さんとクイズ対決！

昨年はこんな感じでした♪

仮装して参加すると、

良いことがあるかも！？

友達を誘って参加してね！

日　時 昼の部（時間・対象） 夜の部（時間・対象）

10 月 12 日
（日）

時間　13：00 ～ 16：00（30 分入れ替え制）
対象　4歳から小学 6年生※小学 2年生以下の場合、必ず保護者同伴

時間　17：30 ～ 20：30（30 分入れ替え制）
対象　4歳から小学 6年生※いずれも必ず保護者同伴

10 月 13 日
（月・祝）

時間　13：00 ～ 16：00（30 分入れ替え制）
対象　4歳から小学 6年生※小学 2年生以下の場合、必ず保護者同伴

時間　17：30 ～ 20：30（30 分入れ替え制）
対象　4歳から小学 6年生※いずれも必ず保護者同伴

　　　　　　　　　※各部とも約 30分で入れ替えの予定、内容は同じです。
　　　　　　　　　※同伴の保護者の方も一緒にご参加いただけます。

場　所：エコポリスセンター　　費　用：子ども 1人につき 300 円
定　員：1日 24 組※ 1組 5名様まで一緒に参加できます。応募の際に、はがきに連名で記入してください。
　　　　（定員を超えた場合は区内在住・在学の方を優先して抽選）
申　込：9月 27 日（必着）まで、官製はがきまたはＥメールで、 ページ下の申込記入項目に加え、

⑦代表者名、⑧希望時間帯（12 昼、12 夜、13 昼、13 夜）を第 2希望まで記入、⑨参加者
全員分の食物アレルギーの有無（有りの場合は詳細を記入）を明記してお申し込みください。
詳しくは参加証にてお知らせします。当選は参加証の発送をもってかえさせていただきます。
※参加証は代表者の連絡先にお送りいたします。

今年のエコホラのテーマは「食べ物」!!

お化けたちのいたずらに負けず、ハッピーエンドを目指せ！

いろいろな妖怪達もやってきて何やら大変なことに…!?

２日間開催の予約制イベントです！

　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：11月 16 日（日）10：00 ～ 13：00
場　所：エコポリスセンター地下１階
▼休日はエコでショー！
日　時：11月 16 日（日）11：30 ～ 12：30
場　所：エコポリスセンター

エコポ祭り～フリーマーケット＆休日はエコでショー！～11/16 （日）
開　催

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：10月 4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
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平成２６年度　かんきょう写真コンテスト ・ 冬春編
入賞作品発表

冬春編では、1 ～ 5 月の写真を募
集しました。来館者と審査員の投
票により選ばれた上位 10 作品で
す。（順不同）
同じ応募者の作品が複数入賞した
場合は、くり上げて賞品をお渡し
ています。

「晴れ舞台」　関口　健治

「食事中」　　石井　喜好「夕焼の石神井川」　　大河内　功

「春に輝く」　　大森　勝 「若葉」　　石井　喜好「恋の季節」　　大森　勝 「蕾とヒヨドリ」　　桑原　良明 「クモの巣」　　石井　喜好

「夕暮れ」　　徳永　文哉

「しだれ桜」　　寶田　修「ごちそうさん」　　松村　吉之輔

「僕と結婚してください」　中村　富貴子

「蝶とつつじ」　平山　正

たくさんのご応募

ありがとうございました !

入賞者の皆様

おめでとうございます !

　夏編では 6～ 8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。
対　象：板橋区在住・在学・在勤のどなたでも　　賞　品：「大人の科学マガジン」ステレオピンホールカメラ（入賞作品応募者 10名）
展示・審査：10月 1日（水）～ 10月 31 日（金）エコポリスセンターにて展示し、来館者と審査員の投票で入賞 10作品を選出いたします。
申　込：9月 22 日（必着）まで、画像データ（1点につき 3Mバイト未満）をＥメールで添付して送信いただくか、印刷（L版または 2L 版）をして郵送また

はご持参で、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 ・ 夏編開催！

詳しくはこちら

宛　先：Ｅメールの場合…　info@itbs-ecopo.jp
　　　　郵送の場合…　〒 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「かんきょう写真コンテスト夏編」係

その他、 賞品受領者の作品 （順不同）
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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。

インターンシップ体験者の声
　エコポリスセンターでは、インターンシップの受け入れを積極的に行なっています。2014 年度、実際にインターンシッ
プを体験している、3名の大学生にインタビューしてみました！
　今回は、小学校のプール授業が始まる前に、プールの中で育ったヤゴたちを救出する授業…ヤゴ救出作戦を体験しても
らった時の体験記です。

大東文化大学
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インターンシップ体験記

　私がインターンシップに参加した理由は、今後の就職活動に向けて自分に
何ができるかを明確にしたいと思ったからです。私は今回、ヤゴ救出作戦の
授業を体験し、授業にはどんな準備が必要で、どのような問題が予想され、
発生した問題はどうやって解決するのかということや、小学生にものを教え
ることの難しさを学びました。インターンシップをする前は、自分が何をや
りたいか、どうしたいのかが曖昧で、明確ではありませんでした。しかし、
ここに来て実際に小学校で授業している方を見て、その空気を感じ、自分も
こんな風になりたいというのが少しずつですが見えてきました。今後も学ん
だことを活かし、多くのことに挑戦していきたいと思います。

　ヤゴを直接見たり触れたりしたのは、私自身初めての経験でした。授業中
のレクチャー等を通してトンボの一生や飼い方を知ったり、子供との触れあ
い方を直接見て考える機会を持てました。また、一部の授業ではレクチャー
のほとんどを話させていただきましたが、決められた時間に終わらせるため
の時間配分を重視する大切さと、子供に命を教えることの重要性を改めて感
じることができました。これまで計 3回ヤゴの救出作戦に取り組んできまし
たが、雨天だったりヤゴがいなかったりとアクシデントもありました。それ
でも子供たちは皆とても活動に熱心で、授業やレクチャーにも積極的に参加
してくれました。東京の学校では命に触れる機会がそんなに多くないからな
のか、ヤゴを見せた時などはとても目をきらきらさせていました。

　エコポリスセンターのインターンシップを希望した理由は、環境教育に興
味があったからです。また、私が田舎の出身で虫が好きでヤゴの救出活動に
やりがいを感じ希望しました。将来、何らかの形で環境に関わる仕事がした
いと考えていますが、実際どのような仕事があるのかはあまり知らないので、
色々なこと、例えば野外活動、環境教育、清掃活動などを体験してみたいです。
回数を重ねるごとに小学生と接するのも、ヤゴの説明をするのも上達したと
思います。最初はヤゴを怖がっていた子が、終わりの方には、見て見てとヤ
ゴを手に乗せて持ってきた時はとても嬉しかったです。ヤゴの救出活動を手
伝えて、とても充実しました。

　グローブクラブ 10・11月の参加者募集！
　板橋グローブクラブは、身近な環境について楽しく学び、日々の生活の中で「考え・行動していく」ためのクラブです。畑で野菜を育てたり、
みんなで野外におでかけしたり、エコな工作や料理もします♪　みなさんもグローブクラブで自分の “好き ” を探しませんか？
※各回開催時間はいずれも 10：00 ～ 15：00
9/28（日）緑を訪ね赤塚のまち歩き 館外

10/5（日）荒川クリーンエイド 館外

10/12（日）エコホラーハウスへようこそ！ 館内

11/23（日）グローブ農場で収穫まつり♪ 館内

11/30（日）エコ散歩 館外

各回要申込

　グローブクラブの会員になって参加する方法と一般として参加する方
法があります。
　グローブクラブの会員になると素敵なスターターキット
がもらえるほか、大人気企画「探偵からの依頼状」など楽
しい企画が盛りだくさん！　ぜひご登録ください。
詳しくは、広報いたばし・エコポリHPにて！

大東文化大学

黒
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★インターンシップ随時受付しています！ 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・里山体験・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）を郵送でエコポリスセンターへお送りください。

詳しくはこちら

受付中 　10/11（土）申込しめきり平成26年度　緑のカーテンコンテスト　参加者募集 
詳しくはこちら

　緑のカーテンの育成に関する成功例や情報の共有を目的にして、緑のカーテンコンテストを行ないます。コンテストでは、緑のカー
テンを立派に育てたかどうかだけでなく、創意・工夫した点を考慮します。上手に育てられなかった場合でも、どんどんご参加ください。

　部門・対象
　●個人部門：個人で緑のカーテンの育成に取り組んだ方
　●団体部門：事業所やグループなど団体で緑のカーテンの育成に取り組んだ方
　●公共部門：区内公共施設で緑のカーテンの育成に取り組んだ方

　賞　品
　●個人部門：グランプリ 1名（商品券 10,000 円）部門賞 3名（商品券 5,000 円）
　●団体部門：グランプリ 1名（商品券 10,000 円）部門賞 2名（商品券 5,000 円）
　●公共部門：部門賞 2名（商品券 5,000 円）
　　部門を問わず　特別賞 2名（商品券 5,000 円）
　　　※過去にグランプリを受賞したことがある者は、受賞対象とならない。
　　　※前年度部門賞を受賞したものは、連続して同じ賞は受賞出来ない。

　提出書類
　応募用紙・写真 3枚（全体像を 1枚含む）
　　※応募用紙はエコポリスセンターホームページ（http://www.itbs-ecopo.jp）からダウンロードいただけます。
　　　郵送を希望する方は電話で請求してください。

　申　込
　10月 11 日（必着）まで、応募用紙に必要事項を記入のうえ、写真を添えて、直接または郵送・Ｅメールでエコポ
リスセンターまでご応募ください。

昨年度　団体部門グランプリ受賞作品 昨年度　個人部門グランプリ受賞作品
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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

10 月15 日（水）15：00 ～16：00

「手作りヨーヨー」

【日　時】11 月 16 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】10 月 25 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

11月19 日（水）15：00 ～16：00

「プチデコせっけん」

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
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