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すてきな作品をありがとうございました！
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色えんぴつ賞（20名）の当選発表は
発送をもってかえさせていただきます。

協力：株式会社学研プラス★入賞作品は、エコポリスセンター公式マスコットとして各種印刷物やウェブなどに掲載される場合があります。

シバック
桑田　侑奈

ボトルん
伊藤　まどか分別アリ

飯沼　大登

パーネルくん
福万　拓実

エコリス
鷹野　陽子

エココンセントクラゲ
天田　偉士

うちわだけ
鈴木　律太

ナチュラル兄弟

あなたの考えた

エコ・キャラ大発表！

4・5月号で募集した
エコ・キャラの入賞作品を発表！

今年度は古今東西、
老若男女、幅広くたくさんの
ご応募いただきました！
入賞者の皆さん、

おめでとうございます！
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イベント開催

エコポ祭り～フリーマーケット～

かんきょう写真コンテスト～冬春編～　展示 ・審査開催中！！

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　6月 4日（土）10：00 ～ 13：00
場　所　エコポリスセンター　地下 1階フロア

板橋区内の身近な自然や環境の写真コンテストを開催します。今回は冬春編と称し、1~5 月に撮影された応募作品を展示します。どのよう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。

日　時　6月 1日（水）～ 6月 30 日（木）
場　所　エコポリスセンター

詳しくはこちら

参加者募集

夏編では 6～ 8月に撮影した板橋区内の身近な自然環境の写真（初夏の風景や夏の生き物など）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　10 月 1日（土）～ 10月 31 日（月）
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　8 月 27 日（土）～ 9 月 24 日（土）（必着）までに、画像データ（1 作品につき 3MB 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、エコポリスセンターへお送りください。
　　　　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。 詳しくはこちら

かんきょう写真コンテスト 2016～夏編～　作品募集！！
募集は8/27～スタート！
自慢の写真をご準備ください♪

みんなでチャレンジしよう !!

環境パネル展＆

クイズラリー２０１６

クイズをクリアすると、
プレゼントがもらえるよ。ぜひ、 遊びにきてね！

展示期間：5 月 28 日（土）～ 6 月 30 日（木）9：00 ～ 17：00（最終日は 15：00 まで）
場　所：エコポリスセンター　地下 1階ホール
参加費：無料
対　象：どなたでも（ただし 5歳以下は保護者同伴）

★プレゼントは数に限りがあります。 お早めにご参加下さい !

環境月間である 6 月に、 エコポリスセンターで環境パネル展とクイズラリーを開催します。

いろいろな団体が行なっている環境への取り組みが、 クイズラリーを通して楽しく学べます！

ぜひ、 お気軽にお立ち寄りください。

詳しくはこちら

う
ち
み
ず
く
ん

今回は土曜日開催です！　お間違いなく！

エコライフフェア夏 2016
詳しくはこちら

今年の夏は、 「緑」 と 「水」 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！　ぜひ、 エコライフのヒントを探しにお越しください！　

※入場・参加費無料。当日直接会場へお越しください。
※雨天決行。荒天の場合は中止

日　時：6月 26 日（日）10：00 ～ 15：00
場　所：セブンタウン小豆沢 1 階 アベニュー（板橋区小豆沢 3-9-5）※都営三田線「志村坂上駅」徒歩約 10分。
主　催：板橋区立エコポリスセンター、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

予告 !! 夏休み特別企画展2016

「エネルギーと向き合う夏」 をテーマに、 特別展を準備中☆

日　時　7月 21 日（木）～ 8月 31 日（水）
場　所　エコポリスセンター

開催決定！！

♪詳細はエコポ 8 ・ 9 月号にて !　ぜひご確認ください !
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ざむ
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▼クイズに答えた方にエコな景品をプレゼント！！

▼子どもも大人も楽しめる 「わくわく体験コーナー」 が登場☆

▼トンボの赤ちゃん 「ヤゴ」 など水に住む生き物たちも遊びに来ます♪

※写真は過去のイベントの様子です。

エコ
ジン
ベイ

期間中、 誰でも参加できるワークショップも実施します☆

そして…大好評につき今年も 「つみ木広場」 が登場します☆木にかこまれた空間で、 のんびり自然の恵みを楽しもう♪

※写真はイメージです。
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エコポリスセンターで活動している登録環境団体をご紹介！ 公式ホームページでも

紹介しています♪

「今日ははらっぱのかくれんぼ大
会。ダンゴムシのアシバッカリ
ちゃん。モンシロチョウのヒラリ
ちゃん－。そこへシオカラトンボ
のオレッテカッコイイくんがやっ
てきて－。」
学生たちと創った紙芝居を聞いた
子ども達が自然探検へ出発。プロ
グラム申込。活動参加大歓迎！
H27 年度環境大臣表彰受賞団体

ぽんぷは 1995 年の講座のメン
バーで立上げる。環境問題の第一
歩として、自分達でできる事 3R
を目的に区民を対象に月に一度は
大原社協にて実施。第三木曜午後
の交換会のみならず参加者同士の
交流をはかり、当日開始前の 10
分間、豆知識やニュースを披露し
あう。年 1度専門家による講座を
企画開催。入会歓迎

地域住民の熱い思いが形になった
「けやきの公園」開園 15 周年を迎
えた。日曜の 8 時～ 9 時に清掃
や垣根作りが始まり、さくらの会
が花壇内の除草・花木の剪定を行
なう。樹齢数百年の大ケヤキ 2本
と豊かな緑の花壇に咲くニリンソ
ウ・雨上がりにはハクセキレイに
も逢えますよ。元気になれる公園
です !!

剪画（切絵）は、着物の型紙から
発展し、より芸術性や美術性を高
める事を目的に 32 年前に発足し
ました。優れた技術も高齢化と
PC によりデザイン等で後退を余
儀なくされてます。後世に技術を
しっかり伝える為に、エコポリで
剪画同好会として切り絵の勉強会
をしています。

身近な生き物や植物に出会い、自
然を楽しみ、保全する活動をして
います。おもなフィールドは、赤
塚城址のバッタ広場、区立美術館
横の赤塚トンボ池、まちなかにあ
る日暮台公園です。昨年再生整備
した赤塚トンボ池では都会では貴
重な湧水の水辺を創出するために
頑張っています。

要らなくなった布（ゆかた、シー
ツ、てぬぐい等）を利用して、「布
ぞうり作り」をしています。足の
健康にとても良い「布ぞうり」、
スリッパ代りに最適です。毎月第
2 火曜日 9 時～ 15 時　エコポリ
スセンターにて（予約は不要です）

日本の伝統文化でもあった「こよ
り」を通じて相互の交流を図りな
がら物の大切さを伝えてゆきた
い。特に未来を担う子供たちに
処分してしまう新聞紙の再利用に
よって出来る「こより絵」の楽し
さをサポートしてゆけたらと思い
ます。又、大人の方達にも「こよ
り絵」を伝えてゆく活動をしてい
ます。

エコポリスセンターにある３台の
足踏み織り機で、裂き織りをして
います。使わなくなった布を裂い
てそれを横糸にして織ると、裂く
前と全く違った柄の布ができま
す。そのおもしろさを多くの方に
体験してもらうため、活動日（第
２、第４土曜日）には織り機を開
放しています。布を裂かずにお持
ちください。

捨てればゴミとなる牛乳等の飲料
紙パックや使用済みの包装紙や封
筒を再利用して手漉きはがきを作
り、水彩、顔彩、墨等で絵を描き
はがきの利用を図る。紙漉きを通
して資源の大切さを伝えてます。
体験、見学歓迎します。活動日、
第 3 火曜日 10 時～ 15 時　エコ
ポリスセンターにて

毎月第 4日曜日午前中、都立赤塚
公園城跡地区をフィールドに、林
の手入れ活動で楽しく体を動かし
ています。他に林の勉強会、特別
例会など見識を広める活動、赤塚
公園友の会に参加、板橋区各部署
との協働事業も積極的に推進して
います。

環境活動の一環でもあります再
資源 5R 活動の Repair（修理し
て使う）・Reuse（再利用する）・
Recycle（再び資源として利用す
る）は循環型社会の基本理念であ
り、私たちは理念をバックボーン
に地域の方々と共にものを大切に
する心・意識付けを親子の会話を
通しながらこどもたちの心の育成
に勤しんでいます。

子どもスーパーサイエンス
実験教室
第 1回　6月 4 日（土）開講式　
ビタミン Cの研究
その他にも電池からイカまで実験
や観察、研究などを通して子ども
たちに科学を伝えております。

不要になった洋服、着物・帯、ネ
クタイ、傘等を利用し、みんなで
アイデアを出し合い、新しい作品
に変身させ、世界に一つの物を作
る喜びを味わっています。
チュニック、帽子、ポシェット、
エコバッグ、袋物や小物等を作り
ました。
活動は、第 1・3木曜日の 2回です。
ぜひ、見学においでください。

NPO 法人センスオブアース・
市民による自然共生パンゲア

環境を考え行動する市民
グループ「ぽんぷ」グループけやき 板橋剪画（切絵）同好会

いたばし水と緑の会 手づくり広場こより絵虹の会 裂織りの会

エコ紙漉きはがき絵の会 みどりの手

おもちゃの病院 板橋区子どもの科学を
推進する会リフォームクラブ

問合せ：
TEL・FAX：03-3960-6052
Mail：info@npo-soe.jp
URL：npo-soe.jp

問合せ：
TEL：03-3938-7057

問合せ：
TEL：090-2747-3403

問合せ：
TEL・FAX：03-3968-0545
Mail：mo_ri2200@yahoo.co.
jp

問合せ：
TEL・FAX：03-3969-7124
Mail：mizumidori@nif ty.
com

問合せ：
TEL：090-4128-2738

問合せ：
TEL：03-3955-7608

問合せ：
活動日に直接、団体にお問い
合わせください。

問合せ：
TEL：03-3957-1291

問合せ：
TEL：090-8646-9757
Mail：com-matchan@hotma
il.co.jp

問合せ：
TEL：03-6782-3005
Mail：gyou-abe@msi.biglob
e.ne.jp

問合せ：
TEL：03-3932-5400

問合せ：
活動日に直接、団体にお問い
合わせください。

詳しくはこちら

今年で植物画講座を開催して、20
周年を迎えます。
毎月第 2土曜日にエコポリスセン
ターにて植物画教室（10 時から
15 時まで）を開催しています。
8月は夏休みエコスクールに講師
として参加、また「環境なんでも
見本市」にも参加しています。
年に一度「板橋の野草と身近な植
物展」を区立赤塚植物園にて開催。

植物画を描く会

問合せ：
TEL：090-8341-5783
Mail：tadashi.shirai@taupe.
plala.or.jp

昨年 6月に発足した「板橋のよりよ
い環境やまちづくり」に取り組む団
体です。現在、①いたばしコットン
の栽培・普及、②区民太陽光発電
所の実現、③ 5Ｒの推進、④環境
教育の実践、⑤埼玉県小川町下里
との交流、の 5プロジェクトを進
めています。是非、私たちと楽し
い活動を共にしませんか？（年会費
2,400 円）。詳細はＨＰで。

NPO法人いた・エコ・ネット

問合せ：
http://www.itaeconet.com

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。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！

　　　　　　いたばし野鳥クラブ
生ごみリサイクルネットワーク・板橋　など、

たくさんの環境団体が登録しています。

ほかにも

ナ
ッパ
課
長
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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

　お庭がない方は近くの公園で調査していただきました。
　その調査方法と自然観察会をかねた一斉調査会を 2回行ないました。
　第 1回目　「夏の一斉調査会」平成 27 年 6月 14 日　エコポリスセンター、前野公園、日暮台公園
　第 2回目　「冬の一斉調査会」平成 27 年 12 月 19 日　舟渡ホール、浮間公園
　そのテーマとは別に近隣の公園で自然観察会を行なっております。
　「秋の自然観察会」平成 27 年 11 月 19 日　国立科学博物館附属自然教育園
　いずれも全員参加必須ではなく、ご都合のつく方のみのご参加です。
　応募者多数の場合は抽選になります。
　広報で一般の方の受付も行なっております。
　動植物のことを全く知らない初心者でも楽しめる内容になっています。
　年間スケジュールについては 5月の全体説明会で説明しました。
　説明会に欠席した方には郵送で資料を送付しました。

②自由テーマ・自由研究
　かんきょう観察員それぞれが、興味・関心に合ったテーマで自由研究をしていただきました。

③グループ活動
地域ごとにかんきょう観察員同士で興味・関心に合わせたグループをつくってもらい、自由にその活動レポートを紹
介していただきました。

　　毎月の報告はこちら　→

　一斉調査会や自然観察会だけではご都合のつかない方もいらっしゃいます。
　そういう方も近くのグループに所属していただくことで会員同士教えあう、楽しい会を運営していただいています。
　その活動内容は 4月の全体説明会で行ない、新規会員は興味のあるグループに加入していただきました。
　上記内容はかんきょう観察報告書としてまとめ、毎年冊子を発行し、会員にお配りしています。
★環境について知りたい、近くの公園の植物や昆虫、鳥について知りたいと思われた方はぜひかんきょう観察員にご
登録ください。

　中学生から 90 歳代の方までご登録されています。

詳しくはこちら

ヤゴ里親事業
小学校のプールで育ったヤゴたちは、プール清掃時にみんな流されてしまいます。
そこで、エコポリスセンターでは「ヤゴ救出作戦」 を行なって、ヤゴたちが流されて
しまう前に救出しています。この時、エコポリスセンターではヤゴを多く救出できた
小学校から譲り受け、ヤゴを育てることを希望する保育園・幼稚園に提供しています。
これが、ヤゴ里親事業です。
保育園や幼稚園で大切に育てられたヤゴたちはいずれトンボとなり、板橋区の空に旅
立っていきます。
▼お申し込み、お問い合わせはHPまで！　※対象は保育園・幼稚園です。
実施期間は 6月 6日～ 6月 30 日まで。締め切りは 5月 23 日までとなっております。 昨年度の様子

いたばしをトンボが

たくさんとぶまちに！

リ
サ
イ
く
ん 　　　　あなたもかんきょう観察員になってみませんか？

板橋区では、区民一人ひとりが身近な環境を観察することを通して、環境を見つめ直し、また環境への理解を深めていただ
くことを目的として、平成元年度から区民による「かんきょう観察事業」を行なっています。

　　平成 28年度かんきょう観察員募集についてはこちら　→

平成元年に板橋区役所で始まったかんきょう観察員制度は、平成 7年、エコポリスセンター開設と同時に当館の事業にな
りました。当館も平成 27 年 4 月に開設 20 周年を迎え、新展示も入りました。開設当時から継続してくださっている観察
員の方も多くいらっしゃいます。

▼平成 27 年度 4 月に新規登録した福嶋信博さんに 1 年間継続した感想をインタビューしてみました。

Q1. かんきょう観察員になった動機はなんですか？

平成 27 年 4月 11 日号の広報いたばしに募集の記事が載り、エコポリスセンターの
ホームページで今までの調査活動などを見て、定期的に通院して運動制限がある自
分でも調査活動に参加できると思い応募しました。小石川植物園や自然教育園で花
や昆虫の写真を撮ったり、自然史や生態学の講座などに参加して、以前から植物や
動物に興味関心がありました。

 

Q2. 1 年間かんきょう観察員を継続してみての感想を自由にお願いします。

一斉調査会では、観察の仕方などわかりやすい講義があり、そのあとのフィールド
ワークでも、具体的な事例を上げての説明のため大変わかりやすく、一人で調査観
察をするときにどのような見方をすればよいか理解できました。また、紹介された
「樹木の葉」や「日本の昆虫」、「花のおもしろフィールド図鑑」などの図鑑は、使
いやすくわかりやすく記述されているので購入して観察会や家で名前を調べるとき
に活用しています。
地域自主活動グループの観察会では、植物や鳥、蝶などそれぞれに詳しい方がいて、毎回勉強になっています。自
分は特徴がわかるように写真を撮り家で図鑑やインターネットで名前を調べています。最初の観察会で生きたタマ
ムシを見たのは初めてだったので、とても感動しました。
　個別の生き物調査は自宅から 200 ｍの公園で調べることができました。普段は休憩しているだけの公園の中で、
ちょっと見方を変えればいろいろな生き物がいることに気が付くことができてよかったと思います。

福嶋さん、 貴重なご感想をありがとうございました！！　

 

★ここで制度について説明いたします。

　かんきょう観察員制度は 3本柱で運営されています。

①一斉調査会と自然観察会
　毎年テーマを決めて、動植物の調査を行なっています。
　そのテーマに基づいた一斉調査会と自然観察会を区内や近隣の公園で行なっています。
　平成 27 年度はお庭の生きもの調査を行ないました。
　自宅の庭に来る動物や生えている植物を一定期間調べていただき、報告していただきました。

観察員にインタビュー

ヨミガ
エ
ル

ヤ
マ
ネ
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（7月 21 日
～ 8月 31 日）です。【ただし、休館日および 8月 15 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

エコ de ブレスレット

7 月の子ども工作は、

夏休みエコスクールの

開催期間のため

おやすみです。

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

6月15日（水）15：00 ～

毎週月・水・土曜日 9：30 ～ 16：30

Pick

　　　UP!
ピ ッ ク ア ッ プ ！

日　時　7月21日（木）～8月27日（土）※8月15日（月）の休館日は除く。
場　所　エコポリスセンター
対　象　小・中学生（教室により対象学年がございます。）
　　　　※教室は全て参加費がかかります。（教室により異なります。）

夏休みエコスクール２０１6
予告！！

※写真は夏休み
エコスクール 2

016 のものです
。

★事前応募制です。詳しくはエコポ 8・9月号をご覧ください。
　公式ホームページや広報いたばしでも紹介します。

みんなもエコを楽しく学んで、 素敵な思い出を作りませんか？

今年も夏休みエコスクールを開催いたします♪

37日間、エコなおもしろ工作が盛りだくさん！！

乞うご期待！

臨時休館日：7月 20 日（水）
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