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　　　　　　平成27年度

緑のカーテンコンテスト応募者募集

エコポリスセンターの夏休み特別展

「森の世界へようこそ !」が、 この秋特別に帰ってきた♪

でも、 なんだか様子がおかしいぞ！？

おばけや妖怪たちが住みつく迷いの森を、

仲間と協力しながら抜けだそう！

目指せ、 ハッピーエンド！

申し込み方法は 3ページへ！おばけたちが待ってるよ！ ナゾトキに出発だ!!

緑のカーテンコンテスト

応募方法は3ページへ！

10月1日～10月18日まで

身近な環境に関する標語及びポスター展開催！

エコライフマスター講座2015 ～食と環境のつながり～

中級編 「農と食の現場を見に行こう !　都留へ日帰りバスツアー★」
申込締切10/15

応募締切10/10

エコライフマスター講座お申し込みは2ページ！



参加者募集

イベント開催

エコライフフェア秋
今年の「エコライフフェア秋」は、「食」と「緑」をテーマに、学校・企業・
環境活動団体などの取り組みや、環境にやさしいライフスタイルの情報を
紹介します。子どもから大人まで楽しめる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　9月 27 日（日）10：00 ～ 15：00
場　所　高島平緑地公園　噴水広場（高島平 2-34）
　　　　※都営三田線「高島平駅」から高島通り渡ってすぐ
費　用　無料　※当日直接会場へお越しください。

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

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　10月 3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

身近な環境に関する標語及びポスター展
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（木）～ 10月 18 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

板橋区民まつり
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 17 日（土）・10月 18 日（日）
場　所　大山公園

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　11月 8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

要申込

日　時 昼の部（時間・対象） 夜の部（時間・対象）

10 月 11 日
（日）

時間　13：00 ～ 16：30（45 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　18：00 ～ 20：30（45 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 12 日
（月・祝）

時間　13：00 ～ 16：30（45 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　18：00 ～ 19：30（45 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 45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　　参加費　子ども 1 人につき 500 円（同伴の保護者は無料）
定　員　11日：30 組・12 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 26 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（11 昼、

11 夜、12 昼、12 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。当落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。

平成 27 年度 緑のカーテンコンテスト　応募者募集
緑のカーテンコンテストを行ないます！　このコンテストは、夏の間に育てた緑のカーテンについて、成功例や失敗例、工夫した点などを持ち寄って、情報を共
有することを目的としています。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。失敗した経験は、次回の
取り組みのための貴重な情報となりますので、上手に育てられなかった場合でも、どんどんご応募ください。

▼ 部門・対象
　①個人部門：個人で緑のカーテンの育成に取り組んだ方
　②団体部門：事業所、グループなどで緑のカーテンの育成に取り組んだ団体の方
　③公共施設部門：緑のカーテンの育成に取り組んだ区内公共施設

▶審査基準：意識、雨水等の利用、広がり、工夫、完成度の 5項目が審査基準になります。

▶賞・賞品：グランプリ、部門賞、育成新人賞（育成経験が１年目の作品）の３種類
　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）
　部門問わず…育成新人賞 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方は、受賞対象となりません。
　　※前年度部門賞を受賞した方は、連続して同じ賞の受賞は出来ません。

▶応募書類：応募用紙と写真 3枚（緑のカーテンの全体が写った写真を 1枚含む）
　　※応募用紙はHPからもダウンロードすることができます。
　　※郵送を希望される場合は、エコポリスセンターまでご連絡ください。

▶応募締切：平成 27年 10 月 10 日（土）まで
　　※応募書類・写真は、普及を目的として外部に向けて使用することがあります。予めご了承ください。
　　※応募書類・写真は返却いたしません。

▶応募方法：直接または郵送・Eメールでエコポリスセンターまで

個人部門：伊東優治

団体部門：富士見団地自治会

昨年度グランプリ

受賞作品

詳しくはこちら

詳しくはこちら

ハロウィン特別企画！　エコホラーハウス～おばけの森へようこそ～

エコポリスセンターの夏休み特別展 「森の世界へようこそ」 が、

この秋特別に帰ってきた♪

おばけや妖怪たちが住みつく迷いの森を、 仲間と協力しながら

抜けだそう！　

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！

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ください！

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！

でも、なんだか様子がおかしいぞ !?

目指せ、ハッピーエンド！

自然教育園に詳しいスタッフの説明を受けながら動植物などを観察し、
午後は「飛ぶ種の工作」をします。

日　時　11月 21 日（土）9：30 ～ 15：00
場　所　国立科学博物館附属自然教育園（港区白金台 5-21-5）
講　師　国立科学博物館自然教育園名誉研究員　矢野　亮・他ボランティアガイド
対　象　中学生以上
定　員　20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　250 円（※入園料・交通費は各自負担。入園料は一般、中学・高校生、65 歳以上の方で異なります。）

持ち物　昼食、飲み物、メモ用紙、帽子、雨具、ルーペ、工作
の持ち帰り袋、中学・高校生および 65 歳以上の方
は年齢を証明できるもの、当日は動きやすい服装で
お越しください。

申　込　10 月 24 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

かんきょう観察
～秋の自然観察会参加者募集～

都留で農的暮らしを実践する現場を訪ね、時期に合わせ収穫や加工作業を
体験する日帰りバスツアーです！　産物をおいしく味わい、都会でできる食
と農について考えましょう！

日　時　10月 24 日（土）
　　　　8：30 ～18：00※東武東上線「ときわ台駅」集合・解散
場　所　山梨県都留地域
講　師　加藤　大吾（NPO法人都留環境フォーラム）
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　2500 円（同伴のお子様は 1500 円）※昼食付き
申　込　10 月 15 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～
中級編「農と食の現場を見に行こう !　都留へ日帰りバスツアー☆」

講師の加藤さん
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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

ハロウィン工作

つるでリース作り

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

10月21日（水）15：00 ～

11月18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

～夏編～

詳しくはこちら

板橋区内の身近な自然や環境の写真のコンテストを開催します。

今回は夏編と称し、 6～ 8月に撮影された応募作品を展示します。

今回はどんな作品が応募されたのでしょうか。

見慣れた景色の新たな一面が見つかるかもしれません。

コンテストの審査員はみなさんです。

あなたのお気に入りの写真に投票してください。

審査期間　10 月 1日（木）～ 10月 31 日（土）9：00 ～ 17：00
場　所　エコポリスセンター

開催！！

※写真は例です。
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