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緑の カーテン を

町ぐる みでひろ げよ う ！

平成２８年度　緑のカーテンコンテスト結果発表

受賞者の皆さま　おめでとうございます！

団体部門グランプリ　　三井住友建設（株）東京建築支店
　（仮称）板橋区蓮根3-26計画作業所

個人部門グランプリ　　熊木　英雄

個人部門賞　　吉松　憲一

個人部門賞　　染谷　清香

個人部門賞　　山本　町子

公共部門賞　　あさひが丘保育園

公共部門賞　　高島平くるみ保育園新人育成賞　　桝本　孝衛

新人育成賞　　五味　幹夫

団体部門賞　　蓮根地区緑化推進委員

緑のカーテン普及事業

緑のカーテンコンテスト表彰式は2月 4日（土）開催
の「第16回　環境なんでも見本市」内で行ないます。
当日は受賞者による発表もございます。どなたでも観覧
いただけますので、ぜひお越しください。



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

イベント開催

「環境」をキーワードに板橋区内で活動をしている個人・団体の皆様による発表会を開催します！
板橋区で行なわれている環境を守る活動や研究などを知ることができる貴重な機会です。
口頭発表はもちろん、パネル展示もございます。
事前申し込み不要でどなたでも観覧できますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

日　時　3月 5日（日）10：30 ～ 13：00
　　　　※終了時間は多少前後する場合がございます。
　　　　※イベント終了後、パネルは 3月 12 日（日）まで展示します。
場　所　エコポリスセンター　地下 1階　環境研修室
対象者　どなたでも
観　覧　無料　※事前申込不要

詳しくはこちら

平成28年度　いたばし・まちの環境発表会　開催！！

昨年の様子

観覧自由です♪

公式ホームページではエコポリスセンターに登録している環境団体の紹介をしています。登録環境団体は各団体の定期活動の
ほか講座の企画や小中学校への出前講座や、夏休み期間中に開催される「エコスクール」には講師として参加いただくなど、
エコポリスセンターの事業にも積極的に協力をいただき、子どもたちのエコへの関心を高める事業を協働で実施しています。

☆平成 28年度　団体・ボランティア・エコポリスセンター等の環境活動連絡会のご案内
　次回は 2月 15 日（水）11：00 ～ 15：00（予定）
　興味のある方はボランティア登録をしていただくか、環境団体への所属をお勧めしております。
　登録環境団体・ボランティアの方々にご案内をお送りしております。お気軽にお問い合わせください。

登録環境団体・ボランティア事業 お問い合わせはエコポリスセンターへ！

登録環境団体の

紹介ページ

意見交換会の様子

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　2月 25 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

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　3月 5日（日）10：00 ～ 13：00
場　所　エコポリスセンター地下 1階フロア

★お楽しみ工作～何を作るかはお楽しみ♪～

時間や場所、作るものなど詳細はエコポリスセンターのホーム
ページにて掲載予定。お楽しみに！

詳しくはこちら

環境なんでも見本市
inエコポリスセンター
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おまたせしました！　今年も　　　　　　　　　　　と開催します☆

環境活動を行っている企業・市民団体・法人・学校・行政などが一同に会する区内最大級の環境イベント！

子どもから大人まで体験しながら学べるイベントが盛りだくさん☆

ぜひ、 エコライフのヒントを探しにお越しください！

どかぁ～ん

日　時　2月 4日（土）13：00 ～ 16：30 　・　2月 5 日（日）10：00 ～ 16：00
場　所　エコポリスセンター

主催：板橋区（実施主体：板橋区立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

入場無料！
ナチュラル兄弟

▼ 両日開催イベント（会場：B1～ 2F）
★出展団体による展示・体験コーナー
50 を超えるブースで、環境活動に取り組んで
いる様々な団体の日頃の活動と成果を紹介！
アイデアいっぱいのリユース工作や実験など、
その場で楽しめる体験コーナーもあるよ♪

★現代のいかけやさん
職人さんが包丁研ぎや鍋・傘・婦人靴などの
修理を行ないます！
※有料・引き渡しが後日になる場合あり。

★おもちゃの病院板橋
ドクターが動かなくなったおもちゃの修理を
行ないます！
※修理部品実費。引き渡しが後日になる場合
あり。

▼ 2月 4日（土）限定イベント （会場：B1視聴覚ホール）
★緑のカーテンコンテスト・エコポリス板橋環境活動大賞
　表彰式＆受賞者による活動事例発表
時間：13：10 ～ 14：45
定員：20 名（当日会場で 13：00 から先着順）

▼ 2月 5日（日）限定イベント（会場：B1視聴覚ホール）
★木とふれあおう♪もくもく広場
スギのつみ木やヒノキのプール、絵本コー
ナーが登場！　靴を脱いでのんびりと、木の
香り・音・肌触りを楽しみましょう。
時間：10：00 ～ 16：00

★いたばし環境カルタ＆ビンゴ
カルタとビンゴのコラボが楽しい環境学習
ゲーム☆　エコなプレゼントもあるよ♪
時間：12：30 ～ 13：30

★つみ木のワークショップ
　「並べて・重ねて、小さなブロックが大きな形に」
みんなで協力して手のひらサイズのつみ木で大き
なアーチを作っちゃおう！　なんと接着剤なし！
時間：14：00 ～ 15：00

★お宝いっぱい！　環境クイズラリー
展示ブースのクイズに答えた方にエコな
景品をプレゼント！　さらに、クイズを
解きながらアイテム（工作の材料）を集
めると、オリジナルのフォトフレームや
マグネットが作れちゃう☆
※ 1階イベント案内所で要受付（イベン
ト終了 1時間前に締め切り）

★福祉団体によるお菓子・野菜の販売&喫茶店「こすもす」
福祉団体による手作りのお菓子や無農薬
野菜の販売を行ないます☆
また、B1 の喫茶店「こすもす」で、食
事やお茶をしながらエコライフのヒント
を語りましょう。（店頭で手作りクッキー
の販売もあり）

★環境講演会「フードロスって何？今私達に出来る事」
時間：15：00 ～ 16：00
講師：行長　万理（料理研究家）
※表彰式&受賞者の活動発表に続いて実施。
　満席の時はご入場できない場合あり。

■ 要申込
　「プロが教える！かんたん☆おいしい日本茶の淹れ方講座」
地元のお茶屋さんから、美味しくお茶を淹れられるコツを学びま
す♪　お茶の試飲とお菓子付きでとってもお得な講座☆
日時：2月5日（日）　（A）11：00 ～11：45・（B）13：30 ～14：15
講師：大山園店主　小原　宜義（茶審査技術七段、日本茶アドバイザー）
　　　はやし園店主　林　泰正（茶審査技術六段、日本茶インストラクター）
費用：無料　　対象：18歳以上
場所：エコポリスセンター　2階　いこいの家　洋室
定員：各回 12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）
申込：1月 21 日（必着）まで、Eメール
または往復はがきに① 2月 5日お茶講座
申し込み、希望時間（A）または（B）を
記入、3ページ下の申込記入項目を全て
明記のうえ、エコポリスセンターへお送
りください。

詳しくはこちら
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ありがとう！

これからも、

エコポリスセンターを

よろしくお願いします！

【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

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。

毎週木曜日 15：15 から

2月15日（水）15：00 ～

毎週月・水・土曜日 9：30 ～ 16：30

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。

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

５年間ありがとうございました

※平成 29 年 4 月より、 「板橋エコみらいプロジェクト」 が新しい指定管理者となります。

3月の子ども工作は、

おやすみ

します。
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平成 28 年度をもちまして、

「環境立区いたばし」 応援プロジェクトの

指定管理が終了いたします。

エコポリスセンター　スタッフ一同
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