
ウェブも見て
エコポリ通になろう！

No.121
いたばし

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
フォローしていただくとエコポリスセンターでプレゼントをさしあげます。
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2015 年 2 月・3 月

2013 年度 かんきょう写真コンテスト～冬・春編～より
伊藤　千代子「鬼・ガスメーター」
1月 14 日、我が家のガスメーターに積もった雪が鬼？の顔になっていました。

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。

エコポ祭り～大感謝祭～
近年、幼児期のこどもたちに自然体験をすすめる、『森のようちえん』の取り組みが全国的にひろまって
います。しかし、小さな子どもたちを連れて自然の中に入ってもどのように関われば良いのかわからない、
お父さんお母さん、また幼稚園や保育園の先生も多いのではないでしょうか。
今回の中・上級編では日帰り 2日間で、幼児の自然と関わるプログラムを考え、
実施していきます。
日　時：2月 14 日（土）・15日（日）10：00 ～ 16：00
講　師：高田　研（都留文化大学教授　環境・コミュニティ創造専攻）

★詳しくはホームページへ

要申込 　1/31（土）申込しめきりエコライフマスター講座中・上級編～幼児童向け自然体験プログラム実践・作成～参加者募集 
詳しくはこちら

要申込 　2/14（土）申込しめきりリサイクルワークショップ参加者募集 
詳しくはこちら

リサイクルワークショップの番外編講座です！　折れた木製バットから、自分だけのオリジナルマイ箸を作
ります。自分で絵や字を描いて、世界にひとつのお箸を作りましょう。大人も子どももお気軽にお申し込み
ください。（※参加者が一定数に満たない場合、開催を中止することがあります）
日　時：3月 1日（日）13：30 ～ 16：00
場　所：エコポリスセンター地下 1階　環境研修室
対　象：年長以上（小学 3年生以下は保護者同伴）
講　師：株式会社兵左衛門
定　員：24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：1500 円
持ち物：筆記用具・いつも使っているお箸（お箸使いのチェックと正しいお箸の持ち方の

練習用）

▲お箸とバット

▲昨年の様子

2月 8日 （日）

開
催！！

いつもエコポリスセンターを応援していただきありがとうございます！

皆さまに感謝の気持ちを込めて大感謝祭を開催いたします☆

バラエティにとんだエコ体験が盛りだくさん♪　ぜひお越しください！

詳しくはこちら

①フリーマーケット

地下フロアいっぱいにお店が並びます。

きっと掘り出し物が見つかるはず！

時　間：10：00 ～ 13：00
場　所：地下 1階

②お楽しみ工作 「バードコール」 を作ろう

木の枝とボルトで、 鳥の鳴き声そっくりの音を出す 「バードコール」 を作ります。

会場では 「びっくり！　ドッキリ！　図鑑で LIVE 展～鳥編～」 も開催中！

時　間：11：00 ～ 12：00（受付 10：30 ～）
場　所：1階　展示コーナー
対　象：どなたでも（小学校 2年生以下は保護者同伴）
定　員：先着 30名（事前申込み不要、当日先着順）
参加費：100 円

③牛乳パックを使ってカンタン！　デコチョコケーキづくり

バレンタインデーシーズンにぴったり☆

エコなかわいいチョコケーキを作ります。 （調理実演 ・ 実習 ・ 試食あり　※乳 ・ 卵使用）

時　間：10：45 ～ 12：30　
場　所：3階　環境実験室
対　象：年長～小学生（小学 3年生以下は保護者同伴）
講　師：志村健康福祉センター　管理栄養士
定　員：24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）
参加費：200 円（保護者も試食する場合は別に 200 円必要）
持ち物：エプロン、三角巾、タオル、牛乳パック 1本（切り開かず洗って乾かしたもの 500ml または 1L）

④プロが教える☆香りのお洒落 「香
こ う

袋
ぶくろ

」 づくり体験　

専門の講師をお招きして、 植物の天然香料を使った本格的な 「香袋」 をつくります。

自分で調合した香りをしのばせて、 ちょっと大人な香りのお洒落を楽しみませんか☆

時　間：13：00 ～ 14：00
場　所：2階　いこいの家　和室
対　象：どなたでも（小学 3年生以下は保護者同伴）
定　員：20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）
参加費：1000 円
講　師：有限会社上信堂　蔵立　雅也

⑤ふれあい動物園 （協力 ： 日本ペット＆アニマル専門学校）

可愛い動物とのふれあいコーナー☆

時　間：10：45 ～ 12：30　
場　所：地下 1階

新年もどうぞ
よろしくお願いします☆

▼折れたバットでマイ箸を作ろう !!

基盤に LEDなどの電子部品をはんだ付けし、手回し発電で光らせます。完成したものはインテリア、キーホルダー
などあなただけの使い道を探してください。
さぁ、あなたもエレクトロニックワールドへの第一歩を踏み出しませんか。
日　時：3月 21 日（土）13：30 ～ 15：30
場　所：エコポリスセンター 3階　環境実験室
対　象：年長以上（小学 3年生以下は保護者同伴）
講　師：kWorx　菊田　鉄男
定　員：16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：1000 円

申　込：各講座 2月 14 日（必着）まで、往復はがきで、 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。 写真はイメージです。

▼みんなの電子工作～ LED ×手回し発電機～

予告

『うなぎ　一億年の謎を追う』著者　塚本勝巳先生の講演会

詳しくはこちら

※要申込

※要申込

環境省の絶滅危惧種に指定されたウナギ、その生態は謎だらけ。その不思議を 40 年以上追い続けた「世界のウナギ博士」
による、とっておきの「うなぎのひみつ」ばなし。世界ではじめて太平洋でウナギの卵を発見したときのエピソードも。

※国語教科書【光村図書　四下】の掲載作品『ウナギのなぞを追って』の著者
日　時：2月 22 日（日）15：00 ～
場　所：エコポリスセンター地下 1階　視聴覚ホール ★詳しくはホームページへ

うなぎのふか～いお話開催決定 !!環境読み物シリーズ展

※③・④の
事前申込方法

1 月 24 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を
明記の上、エコポリスセンターへお送りください。
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【個人部門】部門賞　山本　町子

【審査員特別賞】　向原保育園【審査員特別賞】　荒川　利之
【公共施設部門】部門賞

高島平くるみ保育園 【公共施設部門】部門賞　氷川児童館

【個人部門】部門賞　中村　明代
【個人部門】部門賞　田中　昭子

【団体部門】部門賞
老人デイサービスセンター　ブルーポピー

【団体部門】部門賞
蓮根地区　緑化推進委員

【個人部門】グランプリ　伊東　優治 【団体部門】グランプリ　富士見団地自治会

入
賞
者
の
皆
さ
ま

お
め
で
と
う

ご
ざ
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ま
す
！

緑のカーテンを町ぐるみで広げよう！
平成 26 年度　緑のカーテンコンテスト結果発表！

すてきなカーテンの数々
ありがとうございました！
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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。

詳しくはこちら

　グローブクラブ 2・3月のご案内！
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、エコな工作を実施し
ています♪　みなさんもグローブクラブの一員になって自分の “好き ” を探しませんか？

※各回開催時間はいずれも 10：00 ～ 15：00

2/8（日） エコポ祭りだ！　フリマに出店＆土器を練ろう 館内

2/22（日） 等身大でペーパークラフト！　エコポリに恐竜骨格出現 !？ 館内

3/8（日） 区外へお出かけプログラム 館外

3/15（日） みなさんありがとう！　フェアウェルパーティー（土器焼き） 館内

　※ 3/8 の詳細は確定次第HPにて告知いたします。日時に変更がある場合がございます。

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！

各回要申込
詳しくはこちら

埼玉県嵐山町の子どもたちと一緒に里山体験をしてみませんか。今回は雑木林の手入れ（しいたけの
コマ打ちなど）や自然あそびを行ないます。お昼は自然の中でみんなでご飯を食べます。
日　時：3月 22 日（日）8：50 ～ 15：00　※現地解散
場　所：武蔵嵐山町　※東武東上線「武蔵嵐山駅」改札集合
内　容：雑木林の手入れ・しいたけのコマ打ち
対　象：小学生以上（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：1050 円（保険料、食事代含む）中学生以下は 550 円　※交通費は別途必要
持ち物：筆記用具・飲み物・軍手・マスク・帽子・雨具・タオル・敷物
申　込：3月 7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、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。

要申込 　3/7（土）申込しめきり里山体験～雑木林の手入れと自然あそび～参加者募集 

詳しくはこちら

詳しくはこちら

▲昨年の展示の様子 ▲昨年の発表の様子▲昨年の展示の様子

要申込 　2/7（土）申込しめきりエコスタイル＊ワークス「苔玉を作ろう！」参加者募集 

詳しくはこちら

ケト土（アシ、ヨシなどが炭化した粘土質の土）を練り、区の花のニリンソウで苔玉を作ります。
（※参加者が一定数に満たない場合、開催を中止することがあります）
日　時：3月 7日（土）10：00 ～ 12：00
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（小学 3年生以下は保護者同伴）
講　師：みどり屋和草　大島　恵
定　員：24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：2000 円
持ち物：エプロン・持ち帰り袋
申　込：2月 7日（必着）まで、往復はがきまたはＥメールで、 ページ下の

申込記入項目を明記の上、エコポリスセンターへお送りください。
▲苔玉完成イメージ
（器は付きません。）

▲ニリンソウ

いたばし・まちの環境発表会

日　時：3月1日（日）11：00～16：30

場　所：エコポリスセンター地下1階　視聴覚ホール

対　象：どなたでも

　板橋区内には、環境を守る活動や研究、生態系の調査や保全といった

フィールドワークを行なっている個人、団体、地域、学校、企業などの方々がたくさんいらっしゃいます。

ぜひそんな皆さんの発表を聴きにいらっしゃいませんか。板橋の環境への熱い想いを共に感じ、

共に学び、新たな見地を広げましょう！ お気軽にご来館下さい。

平成26年度
3/1（日）

開催

　ポスター・パネル展示をホールに設置予定。※来館者はご自由に見ることができます。

　区内にて環境に関する取り組みを行なっている個人、または団体（事前申込制）10組程度を予定。

口頭発表者

展示発表

入退場自由です♪

予告

周
年

20
エコ実験ショーやエコグッズの

プレゼントもあります！

２０周年記念式典 in エコポリスセンター

板橋区立エコポリスセンター　おかげさまで

式典に向けて、 日光の杉を使って机や棚などを作る木工教室も開催予定！！

4/2（木）
開催

ビオトープで生き物探したよ

赤塚で町歩きをしたよ！

エコなお料理をしたよ
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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

2 月18 日（水）15：00 ～16：00

「ボタン de ブレスレット」

3月18 日（水）15：00 ～16：00

「プラバン」

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

　エコポリスセンターの1階と地下 1階で下記の期間、新展示物導入のためのリニューアル工事を行ない
ます。工事期間中、一部の区間が利用できないことがあります。ご不便をおかけいたしますが、ご理解と
ご協力をお願い申し上げます。

リニューアル工事実施のお知らせ

※工事期間中もエコポリスセンターは開館しております。
※前野地域センター・いこいの家・現代のいかけやさん・喫茶こすもすは、通常通り業務を行ないます。

工事期間：２月１８日（水）～３月３１日（火）
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