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エコポリスセンター・教育科学館・熱帯環境植物館・リサイクルプラザ・中央図書館の
5 館をめぐって、スマホやタブレットでデジタルスタンプラリーにチャレンジ！
スタンプをすべて集めてゴールのエコポリで賞品をゲットしよう！

夏休みデジタルスタンプラリー 2021 参加のながれ

※注意事項
●参加費は無料ですが、通信料はご利用者様負担となります。●参加の際は、Cookie の設定を「有効」にし、プライベートブラウズの設定は「OFF」にしてご参加ください。●スマートフォンの正確な位置情報を ON に設定してく
ださい。●位置情報がうまく取得されない場合は GPS の制度設定を「高精度」にしてお試しください。●電波状態が悪いときなどは位置情報がうまく取得されない場合がございます。●スマートフォンをご利用になれないお子様は、
保護者様とご一緒にご参加ください。●景品交換所はエコポリスセンターのみとなります。●保護者様のスマートフォンでご一緒にいるお子様の分も景品交換いただけます。（例：スマートフォン 1 台で保護者様 1 名・お子様 3 名
でのご参加＝景品交換 4 つ可能）●景品交換の際は、その場にいらっしゃらない方の分は交換致しかねます。●景品交換は期間内に必ずお済ませください。また、景品は無くなり次第配布終了とさせていただきますのでご了承くだ
さい。●スタンプラリー参加中に Cookie を含む履歴の削除等を行わないようにしてください。●期間中何らかの形で取得したスタンプが消えてしまった際の復旧等は致しかねます。●スタンプラリーに関するお問い合わせはエコ
ポリスセンター（TEL:03-5970-5001）までご連絡ください。※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止または内容を変更する場合がございます。
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専用アプリをインストール

スタンプラリー特設ページ

5 館をめぐってすべての
スタンプを集めよう

エコポリスセンターで
景品をゲット！

今年の夏休みスタンプラリーはひと味違うぞ !!

エコポリスセンター 熱帯環境植物館教育科学館 リサイクルプラザ 中央図書館

ラリーポイント全5か所

景品交換所はエコポリスセンターのみ！ 期間中であっても景品がなくなり次第配布終了となります。
交換期間は 7 月 22 日（祝・木）～ 9 月 5 日（日）16：30 まで

特設ページで
詳しいやりかたを

紹介中！

※各館の開館時間・休館日・問合せ先は夏休みデジタルスタンプラリー特設ページでご確認いただけます。

景品交換は
ココ！



　もうじき夏がやってきますね！ 海や川に遊びに行く方も多い時期ではないでしょうか。運が良ければ、エコポリスセンターにいる生き物

たちの仲間とも、野生で出会うことができるかもしれませんね。ジョーも海で生き物を探すのが大好きなので、今年も面白い生き物と出会

えることを楽しみにしています。ところで、海の磯遊びでよく見掛けるヒトデやナマコ…どうやってエサを食べるのか、見

たことはありますか？ お客様の中には「えっ、ヒトデやナマコってエサを食べるの？！」と驚かれる方もいます。野生で出

会うヒトデやナマコを見るだけだと分かりにくいですが、水槽のガラス面で裏から見ると、エサを食べる様子を観察でき

ますよ！ 写真の矢印部分がヒトデ・ナマコの口にあたる部分です！ ヒトデはここから胃を広げて出してエサを食べます。

ナマコはここから触手を伸ばして砂をかき集めるようにして食べますよ。ヒトデとナマコは「棘
きょく

皮
ひ

動物」というグループの

仲間で、ウニやウミユリもこの棘皮動物に分類されます。カンブリア紀にはいたと言われる、とっても古い時代からいる

生き物です。ヒトデもナマコもウニも、体の形や硬さはかなり違いますが、エサの食べ方はなんとなく似ているな～と思っ

ていつも見ています！ 運よくエサやりの時間に水槽を見ることができれば、エサを食べる様子を間近で観察できるかも！ 

一度見たら忘れられない食事シーンになることでしょう！（ ・̀ω・）　　　　写真左「イトマキヒトデ」・写真右「アカナマコ」

文・写真／ジョー

エ コ な か ま た ちのリポ

次回は銀色の体が渋カッコイイ（？）お魚について紹介します！

～カラフルないきもの～

　緑のカーテンとは、ゴーヤーや朝顔などのつる性植物をネットに絡ませて窓の外に茂らせた植物のカーテンです。見た目にも涼しげで、
太陽の光を遮ることで室内の気温を下げる効果があるため、エアコンの使用が抑制できる身近な地球温暖化対策のひとつです。
　今年度は、緑のカーテンを観察して感じたことなどを絵日記や絵手紙、図画等に描いていただく「緑のカーテンアートコンテスト」を
実施します。住宅の事情等で育成できない方でも気軽にご参加できますので、ぜひご応募ください。

募集 !緑のカーテンアートコンテスト応募者募集

　※文字が書けない幼児の場合は、保護者による代筆（文字のみ）も可。
　※平面作品（絵画、切り絵、貼り絵など）であれば、画材は絵具、色鉛筆、クレヨンなど問わない。
　※立体性のある作品（厚さ 1 ㎝以上になる作品）やパソコン等を使用したデジタル作品は不可。
　※未発表のオリジナル作品に限る（原本のみ。コピーは不可）。

▼ 応募対象
　どなたでも（区外可・年齢問わず）

▼ 応募方法
　応募用紙と作品を来館または郵送で「板橋区立エコポリスセンター」まで、ご提出ください。
　※応募用紙はエコポリスセンターで配布しています。また、エコポリスセンターホームページ（https://itbs-ecopo.jp/）から
　　ダウンロードできます。
　※応募書類・作品は当該事業の普及を目的としてエコポリスセンターの広報誌、ホームページやＳＮＳ等に使用する場合があ
　　ります。予めご了承ください。
　※提出された作品は、希望者に対し期間を設けて返却します（来館でのみ）。

▼ 表彰
　最優秀賞各 1 点、優秀賞各 3 点、優良賞各 5 点、エコポリスセンター館長賞各 1 点

▼ 応募期間
　令和 3 年 7 月 17 日（土）～ 9 月 25 日（土）必着
　　
▼ 宛先・問合せ
　板橋区立エコポリスセンター　　〒 174-0063　板橋区前野町 4-6-1
　TEL：03-5970-5001　　FAX：03-5970-2255

▼ 募集内容

《絵日記部門》
緑のカーテンに関する絵日記

・作品は A4 サイズまたは八つ切りサイズの画用紙をタ
テに使い、上（3 分の 2）に絵、下（3 分の 1）に文章
をお書きください。

《フリースタイル部門》
緑のカーテンに関する絵手紙、その他図画等

・作品はハガキサイズから八つ切りサイズの用紙（タテ・
ヨコ自由）にお描きください。



夏休み夏休みエコスクールエコスクール2021★2021★事前 Web事前 Web
申込制申込制

日　時　8 月 20 日（金）海のミニジオラマ
　　　　8 月 21 日（土）夏の切り絵を作ろう
　　　　8 月 22 日（日）食べものはどこから～世界地図をつくってみると～
　　　　8 月 23 日（月）夏をテーマにした“アップサイクルリース”
　　　　8 月 24 日（火）手作りまんさい !! オンリーワンうちわ
　　　　8 月 25 日（水）和紙でうちわをつくろう！
　　　　8 月 26 日（木）おうちで海を感じよう！ ～海の芳香剤～
　　　　8 月 27 日（金）カラフルな海藻でポストカードを作ろう
　　　　8 月 28 日（土）可愛くってエコ！ ジュースパックでオリジナルキーホルダー作り
　　　　8 月 29 日（日）革のはぎれをリユースして小物作り
　　　　※時間はいずれも 10：00 ～ 11：00

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～中学生※教室ごとの対象学年をご確認ください。

定　員　各回 10 名
　　　　（定員を超えた場合は区内在住・在学の方を優先して抽選）

参加費・持ち物　教室により異なります。

今年も夏休みエコスクールを開催します！ 

自然のものや、再利用できるものを使ってエコについて考えよう！

※写真は参考です。実物とは異なることがあります。また都合により内容が変更になることがあります。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加者およびスタッフの人数を減らし、通常より時間を短縮して開催いたします。
※詳細については、7 月中旬以降にエコポリスセンター HP をご覧ください。

エコスクール申込期間
申込は
こちら７月 17 日（土）10：00 ～

　７月 25 日（日）17：00 まで★くわしい内容や見本は Web にて公開！

作品見本（作品見本（一部一部））

【日　時】7 月 30 日（金）午前の部 10：00 ～ 11：00（10：45 受付終了）
　　　　　　　　　　　　午後の部 14：00 ～ 15：00（14：45 受付終了）

【日　時】7 月 31 日（土）午前の部 10：00 ～ 11：00（10：45 受付終了）
　　　　　　　　　　　　午後の部 14：00 ～ 15：00（14：45 受付終了）
いずれも【場　所】エコポリスセンター　地下 1 階　環境研修室
　　　　　【対　象】どなたでも（未就学児は保護者同伴必須）　　【参加費】無料
　　　　　※申込不要、当日ご来館ください。※材料がなくなり次第終了いたします。

夏休みわくわく工作
▼草花 de しおり♪

▼オリジナルフォトフレームを作ろう

開催！

作品見本作品見本

作品見本作品見本

今年初開催！　緑のカーテンフォトキャンペーン !!　お気に入りの緑のカーテン、町で見かけた緑のカーテン、みんなに自慢
したい緑のカーテンなど！ 緑のカーテンの写真を撮って、「＃緑のカーテンを町ぐるみで広げよう」をつけて Twitter やインスタグラ
ムに投稿してみませんか♪ 詳しい内容は 7 月下旬、エコポリスセンターホームページにてお知らせします！

プチ おしらせコーナーおしらせコーナー

※新型コロナウイルス感染症の状況により、開催予定の事業を中止または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。※新型コロナウイルス感染症の状況により、開催予定の事業を中止または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。

詳しくはこちら
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編集：長谷川望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。

土・日・祝日および区内小中学校の夏休み期間中のみ運行（エ
コポリスセンター休館日は運休・その他、臨時運休あり）。

● 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エコポリスセンターまでのアクセス

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
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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
度行います。
【日　時】木曜日　15：15～
【場　所】2階　環境学習室
※検温と手指の消毒にご協力ください。

東武東上線
ときわ台駅
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(　) は着便のみ

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。

〒 174-0063　東京都板橋区前野町 4-6-1
TEL：03-5970-5001　FAX：03-5970-2255
E-mail：info@itbs-ecopo.jp

【公共交通機関のご案内】
●東武東上線ときわ台駅北口より赤羽駅西口行きバス
（約 10 分）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エコポリスセンター・ 

教育科学館・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。

【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）

楽しいお話のつどい
※感染防止対策を実施して開催

※現在、傘の修理は 1 回の受付につき 1 本までとさせて
　いただいております。
※事業者の方のご利用はご遠慮ください。
※お引き渡しには日数がかかるため、お急ぎの方はご遠
　慮ください。

現代のいかけやさん
※令和 3 年 4 月 1 日より、開設日が変わりました
こわれた日用品を、修理・再生します。
修理などのご相談にも応じています。
【開設日】毎週土曜、第２・第４月曜のみ
　　　　　（成人の日は除く）※臨時休業あり
【開設時間】お預かり受付9：30～15：00
　　　　　　お引き渡し受付9：30～16：00
【場　所】地下１階　環境工作室

　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、SDGs 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。第 1
回は自然エネルギーの普及啓発に取り組む、特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究
所（ISEP）所長の飯田哲也先生をお招きしてオンライン講演会（9 月 18 日（土））を開催
する予定です。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。

板橋エコみらい塾
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！

Pick
Pick
ピックアップ！ピックアップ！

UP!UP!

5 期生募集決定 !!　持続可能な社会、一緒に創りませんか？

飯田哲也先生飯田哲也先生

日　時　9 月 18 日（土）～ 12 月下旬　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　15 名
講　師　飯田哲也（特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究所 所長）、秦範子（都留文科大学等非常勤講師）、

　　　　佐々木洋（プロ・ナチュラリスト）、白木夏子（株式会社 HASUNA 代表）、板橋区職員ほか

詳しくはこちら


