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検 索エコポリスセンター

「エコ」と聞いて皆さんは何を思い浮かべますか？

「エコ」には、いきものにとっての環境「エコロジー」だけでなく、
「エコノミー」という経済の意味もあると言われています。

環境、経済、さらには「社会」を加えた3つの側面を意識して、
世界中の人々がより良い生活をおくれるようにすること。

SDGs（持続可能な開発目標）は、そんな世界を実現するために掲げられた
17の目標です。一見「エコ」に関係がない？と思うようなことでも、
世界中の人々がずっと地球に住み続けるために必要と考えられました。

「エコ」に関することは、

３R（リデュース・リユース・リサイクル）だけではありません。

中面では、年間スケジュールと登録制度をご紹介！

皆さんもエコポリスセンターといっしょに考えていきませんか？

緑のカーテン講習会緑のカーテン講習会

エコライフフェアエコライフフェア 環境講座（オーシャンボール）環境講座（オーシャンボール）

里山体験（田植え）里山体験（田植え）尾瀬探勝尾瀬探勝

出前授業出前授業 ヤゴ救出作戦ヤゴ救出作戦 スノーアドベンチャースノーアドベンチャー

いきものふれあいコーナーいきものふれあいコーナー 緑のカーテンコンテスト（絵日記）緑のカーテンコンテスト（絵日記）

エコポ＊フリーマーケットエコポ＊フリーマーケット 昔遊び昔遊び板橋マルシェ板橋マルシェ

夏休みエコスクール夏休みエコスクール

打ち水大作戦打ち水大作戦

環境なんでも見本市環境なんでも見本市 グローブクラブグローブクラブ4館ウェルカムキッズフェス（4館ウェルカムキッズフェス（おはなし玉手箱）おはなし玉手箱）

身近な環境に関する標語・ポスター展身近な環境に関する標語・ポスター展

エコポ＊手作り市エコポ＊手作り市

エコポリスセンターは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。



　4 ～15 日…♪「エコな絵馬を書こう」

21 ～ 2 月 3 日…♪「節分の豆入れを作ろう」

23 日…★グローブクラブ

～3 日…♪「節分の豆入れを作ろう」

　6・7 日…環境なんでも見本市

13 日 …★グローブクラブ

16 ～ 3 月 3 日…♪「おひなさまを作ろう」

20・21 日…エコポ＊フリーマーケット

～3 日…♪「おひなさまを作ろう」

　6・7 日…★スノーアドベンチャー

13 日…エコポ＊手作り市

21 日…★グローブクラブ

～1 日…♪「お月見うさぎを作ろう」

　3 ～　4 日…★尾瀬探勝

10 日…★里山体験「稲刈りをしよう」

12 ～31 日…♪「エコ・エコ・ハロウィーン」

15 ～31 日…身近な環境に関する標語・ポスター展

24 日…★グローブクラブ

～ 11 月 5 日…「秋の荒川の植物写真」展

　3 日…★グローブクラブ

～5 日…「秋の荒川の植物写真」展

　7・8 日…エコポ＊フリーマーケット

初旬 …★年賀状教室

　1 ～25 日…♪「クリスマスの飾りを作ろう」

　1 ～　7 日…エコライフフェア冬

12 日…エコポ＊手作り市

20 日 …★グローブクラブ

エ コ な か ま た ちのリポ は

※日にちは全て開催日での表記です。事前申込が必要なものも多数ございますので、
予めご確認ください。

※日程は 2020 年 3 月 1 日現在での予定です。変更になることがございますので、
公式 HP や SNS、広報いたばし等でご確認ください。

★…事前申込が必要なイベント
★…環境講座（事前申込が必要）
♪…季節の工作（どなたでも参加可・無料）

４月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

　5 日…★かんきょう観察全体説明会

12 日…★かんきょう観察～春の野草一斉調査会～

21 ～ 5 月 5 日…♪「こいのぼりを作ろう」

22 ～ 5 月 24 日…「板橋で見られる春の蝶写真」展

25・26 日…エコポ＊フリーマーケット

　3 ～5 日 …GW わくわく工作

～5 日…♪「こいのぼりを作ろう」

　9 日…エコポ＊手作り市

23 日…★グローブクラブ

～24 日…「板橋で見られる春の蝶写真」展

　1 ～30 日…環境パネル展

13 日…★里山体験「田植えをしよう」

21 日…エコライフフェア夏

22 日～ 7 月 7 日…♪「七夕飾りをしよう」

27 日…★グローブクラブ

　4・5 日…エコポ＊フリーマーケット

～7 日…♪「七夕飾りをしよう」

11 日…★グローブクラブ

19 日…ウェルカムキッズフェス

23 ～ 8 月 30 日…４館スタンプラリー 2020

23 ～ 8 月 30 日…緑のカーテンスタンプラリー

28・30 日…★緑のカーテン料理講習会

下旬 …夏休みわくわく工作

未定 …打ち水キャンペーン

初旬～下旬 …夏休みエコスクール 2020

23 日…★グローブクラブ

～30 日…４館スタンプラリー 2020

～30 日…緑のカーテンスタンプラリー

下旬 …夏休みわくわく工作（インターン WS）

　5・6 日…★グローブクラブ

12 日…エコポ＊手作り市

19 日～ 10 月 1 日…♪「お月見うさぎを作ろう」

26 日～ 11 月 5 日…「秋の荒川の植物写真」展

27 日…★かんきょう観察～秋の野草一斉調査会～

下旬 …★板橋エコみらい塾～開講記念講演会～

2020 年～2021 年　エコポリスセンター　年間イベント予定表

1月
2021 年

2月
2021 年

3月
2021 年

今号はおやすみします
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、開催予定の事業を中止や変更する場合がございます。参加を予定される際は、事前に公式 HP をご確認いただくか、直接お問い合わせください。



知知ろう！！ 学学ぼう！！ 活動活動しよう！！
　区内で見られる野草・昆虫・野鳥などの調査を楽しみながら行い、野外観察会も行います（年３回程度）。
既に観察員に登録されている方は、継続することができます。この他、地域でグループを作り、定点観察や自
由研究の発表などもあります。樹木や草花、野鳥などの知識が全くない初心者でも楽しめます。
※全体説明会　4 月 5 日（日）13：30 ～ 16：00 　エコポリスセンター地下 1 階　視聴覚ホール
※春の野草一斉調査会　4 月 12 日（日）9：30 ～ 15：00　高島平周辺（集合解散については登録後にお知らせします）

【対　象】中学生以上で区内の調査に参加できる方　　【定　員】新規会員 20 人（抽選）
【申　込】3 月 28 日（土）必着で、①かんきょう観察員登録・全体説明会（4 月 5 日）及び春の野草

一斉調査会（4 月 12 日）の出欠を明記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）・学校名をご記入のうえ、エコポリスセンター HP の申込フォームまたは往復ハガキ
でエコポリスセンターへお送りください。

かんきょう観察員【年度ごとに更新あり】会員募集

エコポリスセンターには年間を通じてエコポリスセンターには年間を通じて

身近な環境を学ぶための様々な身近な環境を学ぶための様々な

登録制度があります♪登録制度があります♪

　畑での野菜作りや生き物の観察、エコ工作等を通じて、身近な環境について楽しく学びます。
【日　時】月 1 回程度、土・日・祝日のいずれか

　　　　　10：00 ～ 12：00（内容により変動あり）
【対　象】小中学生（小学 1・2 年生は保護者同伴必須）
【定　員】およそ 20 名（内容により変動あり。定員を超えた場合、区内在住・在学の方を優先して抽選）

【申　込】4 月 19 日（日）必着。申込方法など詳細はエコポリスセンターの HP
をご覧ください。

板橋グローブクラブ【登録期間：1年（翌 3月末まで） 】会員募集

　緑のカーテンの育て方や緑のカーテンに関するイベントなどの情報を不定期でお知ら
せします。緑のカーテンコンテストや、夏休み期間中は区内で緑のカーテンを実施して
いる施設をめぐるスタンプラリーも開催予定！

【対　象】どなたでも
【申　込】エコポリスセンター HP の申込フォームに必要事項を明記の上、お申

し込みください。※登録は年間を通して受け付けています。

緑のカーテンを町ぐるみで広げよう会員【年度ごとに更新あり】随時登録受付

2019 年度 団体部門グランプリ作品2019 年度 個人部門グランプリ作品

　環境保全や環境教育に関する活動を継続的または定期的に行う 5 名以上の団体（代表者及び団体の構成員の半数
以上が区内に在住・在勤・在学）の団体登録を受け付けています。申請書や詳細については、エコポリスセンター
の HP をご覧ください。

登録環境団体募集【年度ごとに更新あり】

　当館主催の事業をサポートしていただくボランティア “エコライフサポーター” を募集します。学生からシニアまで、多く
の方からのご応募をお待ちしております。

【活動内容】学校や保育園での環境学習の指導補助、子どもの見守りや対応、環境講座等の受付、制作の準備など
【対　象】子ども・植物・動物などが好きで環境教育に興味のある 15 歳以上の方
【申　込】エコポリスセンター HP にある専用申込用紙に必要事項を明記の上、ご来館で提出または郵送にてお送りください。

エコライフサポーター【年度ごとに更新あり】

　板橋エコみらい塾とは、自然や生物、環境に興味がある方、環境ボランティアを目指す方向けの連続講座です。自然や環境に関する最
先端の講義をはじめ、自然観察や工場見学などの体験学習、ワークショップなど多彩なプログラムを用意しています。9 月下旬から開催
予定です。詳細は 8 月中旬以降に、エコポリスセンター HP をご覧ください。

【日　時】基礎編：9 月下旬～ 12 月下旬　実践編：1 月～ 3 月　各全 6 回連続講座（予定）
【場　所】エコポリスセンターほか　　【対　象】区内在住・在学・在勤の 18 歳以上の方　　【定　員】20 名

板橋エコみらい塾4期生募集決定!!
環境ボランティア・環境学習の指導者をめざす方に！（環境学習指導者養成講座）

予告！

エコポリスセンターで

随時登録受付

随時登録受付
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※現在、傘の修理はお1人様2本までと
　させていただいております。

編集：長谷川望

【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 14 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
T E L：03-5970-5001　FAX：03-5970-2255
URL：http://itbs-ecopo.jp　E-mail：info@itbs-ecopo.jp

公共交通機関のご案内

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。

運行日は土曜・日曜・祝祭日および区内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
北口バスロータリー内 公衆トイレ横

● 西台駅
東口改札を出てすぐ右、交番前

４館送迎バスのりば案内

４館送迎バスのご案内

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
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(　) は着便のみ

エコポリスセンターまでのアクセス

楽しいお話のつどい

現代のいかけやさん

昔あそび
中央図書館の読み聞かせボランティアの方による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「本の読み聞かせ」を毎週木曜日 15：15から
30分程度行っています。30分程度行っています。
ぜひご参加ください。ぜひご参加ください。
【日　時】木曜日　15：15～【日　時】木曜日　15：15～
【場　所】2階　環境学習室【場　所】2階　環境学習室

毎月第2水曜日毎月第2水曜日（8月・12月は除く）（8月・12月は除く）は昔遊びの日。は昔遊びの日。
けん玉、お手玉、コマ、あやとり、折り紙など、けん玉、お手玉、コマ、あやとり、折り紙など、
いろいろあります。いろいろあります。
一緒に楽しく遊びましょう♪一緒に楽しく遊びましょう♪
【日　時】第2水曜日15：00～16：00【日　時】第2水曜日15：00～16：00
【場　所】1階　エコライブラリー前【場　所】1階　エコライブラリー前

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。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。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【開設時間】9：30～16：30（受付は16：00まで）（受付は16：00まで）
【場　所】地下１階　環境工作室【場　所】地下１階　環境工作室
※包丁のみ開設日以外も１階の受付でお預かりいたします。ただし当日引取はできませんのでご了承ください。

ときわ台駅北口より　約 1.3km
徒歩　約 17分

志村坂上駅 A2出口より　約 1.1km
徒歩　約 14分

志村坂上からの道順（都営三田線）
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志村坂上からの道順（都営三田線）

毎週木曜日 15：15 から 30 分程度

毎週月・水・土曜日 9：30 ～ 16：00 まで受付

毎月第 2 水曜日 15：00 ～ 16：00


