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検 索エコポリスセンター

　エコポリスセンターでは、昨年度以降コロナ禍であっても環境学習の場を絶やさぬよう、

感染症拡大防止対策を万全にし、人数制限を設けた対面の講座や

オンライン授業など試行錯誤しながら実施してまいりました。

区内最大級の環境イベントである「環境なんでも見本市」は、昨年度初めてオンライン開催し、

「好きな時にじっくり見られて良かった」「動画がわかりやすかった」など、ご好評いただきました。

今年度も引き続き、ご自宅から参加いただけるよう、オンライン開催いたします！

多くの出展をお待ちいたしております！

環境環境
なんでも見本市見本市
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今年もオンラインで集まろう！ Web版

2022年2月1日（火）～3月1日（火）開催 !!

※企業、学校などの公共団体、環境活動をしている団体を対象としています。

10月22日（金）出展者募集開始！
板橋エコみらい塾
オンライン講演会を実施しています！
次回 オンライン講演会「『エシカル』を学ぶ －ブランドビジネスを通じた社会貢献とその歴史－」
講師：白木　夏子　氏（株式会社 HASUNA 代表）

では お申し込み方法は
中面へ！



　今回のコーナーで紹介するのは、銀色に輝くワタカという魚です。エコポリスセンターの水

槽コーナーで、コイと同じ水槽に入っています。エコポリスセンターの水槽は日本ペット＆ア

ニマル専門学校ドルフィントレーナー科の学生がメンテナンスを担当し、学生がたまに生き物

を捕まえてきて追加してくれます。ワタカも卒業生が捕まえてきてくれた魚で、体形や体色は

違いますが、なんと同じ水槽に入っているコイの仲間だそうです。

　ワタカは日本の固有種（日本にしかいない生き物）で、野生で生息している場所は限られて

いるはずなのですが、近年放流用の魚に混じって一緒に放流され、色々な場所で見られているようです。日本にいる生き物も、別

の場所に持ち込んだり放流したりすると「国内外来種」という外来種の扱いになってしまいます。昨今話題になる外来種の問題は様々

ですが、元々すんでいた生き物のすみかやエサを奪ってしまったり、元々すんでいた生き物を食べてしまったりと、「生き物が自力

で動ける範囲」を超えて人間が生き物を移動させるということは、それなりにリスクがあることのように思います。もしおうちで

金魚やメダカ等を飼っている方がいらっしゃったら、川や用水路に流さず、最後まで責任を持って飼育してくださいね。
写真「ワタカ」

文・写真／ジョー

エ コ な か ま た ちのリポ

次回は長い体のお魚について紹介します！

～銀色の体のいきもの～

※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。

　今年も環境（SDGs、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。
　今年は上位入賞作品の展示を板橋区立中央図書館でも行います！ ぜひ、ご覧ください。

エコポリスセンター展示
【日　時】10 月 19 日（火）～ 10 月 31 日（日）9：00 ～ 17：00
【場　所】エコポリスセンター　2 階

中央図書館展示
【日　時】11 月 9 日（火）～ 11 月 19 日（金）※最終日 15：00 まで
【場　所】中央図書館（板橋区常盤台 4-3-1）

身近な環境に関する標語及びポスター展

昨年の様子昨年の様子

開催 !

設備工事による臨時休館日のお知らせ
　エコポリスセンターは設備工事のため、11 月 27日（土）、28日（日）は全館臨時休館いたします（※古布・廃食用油・
小型家電の回収含む）。4 館送迎バスも運休となります。
※工事状況により、予備日（12 月 25 日（土）、26 日（日））となる場合がございます。

募集 !

申込用ＱＲコード

　プロの声優さんが音と映像で絵本のよみきかせをしてくれます！
【日　時】11 月 6 日（土）

　　　　　① 10：00 ～ 10：40 ／② 13：00 ～ 13：40 ／③ 15：00 ～ 15：40　※いずれも同内容
【場　所】エコポリスセンター　地下 1 階　視聴覚ホール
【講　師】小学館おはなし玉手箱よみきかせキャラバン
【対　象】どなたでも（幼児～小学校低学年向け）※同伴の保護者はなるべく 1 名まで
【定　員】各回 30 名（定員を超えた場合は区内在住・在学の方を優先し抽選）
【参加費】無料
【申　込】10 月 6 日（水）～ 10 月 25 日（月）までに、エコポリスセンター HP の申込

フォームからお申し込みください。※希望する回を選択してお申し込みくだ
さい。いずれの回でもよい場合は、第一希望の回を選択し、備考欄に「いず
れの回でもよい」と明記の上、お申し込みください。



　天然素材のリースベースに、クリスマスに合う葉や板橋で見つけた実も使ってクリスマスリースを作ります。
最後にアロマオイルを垂らして、香るクリスマスリースに♪

【日　時】11 月 22 日（月）　① 10：00 ～ 12：00 ／② 14：00 ～ 16：00 ※受付は各回 15 分前から
【場　所】エコポリスセンター　地下 1 階　視聴覚ホール
【講　師】AEAJ 認定アロマテラピーインストラクター　枝光　弘味　氏
【対　象】18 歳以上の方
【定　員】各回 10 名（定員を超えた場合は区内在住・在勤・在学の方を優先し抽選）
【参加費】1,700 円
【申　込】11 月 8 日（月）必着で、エコポリスセンター HP の申込フォームまたは往復はがきに必要事項①催

し名②郵便番号・住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話番号⑥希望する回（どちらでもよい場合は
第一希望の回を選択し、備考欄に「どちらでもよい」と明記）を記載の上、お申し込みください。

シナモンスティック付き！　香るクリスマスリース作り募集 !

申込用ＱＲコード

作品例
♪

　佐々木先生の楽しいお話を聞いた後、生物生態園で野鳥や水の生き物を観察します。一般の方もご参加いただける「公開講座」です！
【日　時】11 月 20 日（土）9：15 ～ 12：15
【場　所】板橋区立リサイクルプラザ、荒川戸田橋緑地生物生態園
【講　師】佐々木　洋　氏（プロ・ナチュラリスト）
【対　象】18 歳以上の方
【定　員】20 名（区内在住・在学・在勤を優先し抽選）
【参加費】無料
【申　込】11 月 8 日（月）までに、エコポリスセンター HP の申込フォームからお申し込みください。

　人や社会・環境にやさしい考え方や行動を指す「エシカル」について、エシカル・ジュエリーブランド代表の白木氏にオンラインで
お話を伺います。一般の方もご参加いただける「公開講座」です！

【日　時】12 月 19 日（日）13：00 ～ 15：00
【場　所】ご自宅など（インターネット環境のあるところ）
【講　師】白木　夏子　氏（株式会社 HASUNA 代表）
【対　象】18 歳以上の方
【定　員】50 名（区内在住・在学・在勤を優先し抽選）
【参加費】無料 ※オンラインによる通信費はご負担願います。
【申　込】12 月 6 日（月）までに、エコポリスセンター HP の申込フォームからお申し込みください。

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）

募集！

プロ・ナチュラリスト佐々木洋先生の自然観察会
「板橋の生き物が教えてくれる地球のこと－学び、伝える－」　 申込締切：11月 8 日（月）必着

オンライン講演会
「『エシカル』を学ぶ －ブランドビジネスを通じた社会貢献とその歴史－」　 申込締切：12 月 6 日（月）必着

申込用ＱＲコード

申込用ＱＲコード

佐々木　洋　氏

白木　夏子　氏

　縁起のよい植物で苔玉を作ります！
【日　時】12 月 5 日（日）10：00 ～ 12：00
【場　所】エコポリスセンター　地下 1 階　環境研修室
【講　師】大島　恵　氏（みどり屋　和草）
【対　象】18 歳以上の方　　【定　員】15 名（定員を超えた場合は区内在住・在勤・在学の方を優先し抽選）
【参加費】2,800 円　　【持ち物】花ばさみ、エプロン、持ち帰り袋
【申　込】11 月 13 日（土）～ 22 日（月）必着で、エコポリスセンター HP の申込フォームまたは往復はがきに必要

事項①催し名②郵便番号・住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話番号を明記の上、お申し込みください。

お正月に飾る苔玉作り募集 !
申込用ＱＲコード

作品例作品例
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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

志村坂上からの道順（都営三田線）
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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

教育科学館
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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
※開催状況についてはお問い合わせください

※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
※開設状況についてはお問い合わせください
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

　サイズアップして再登場！　自然素材で作られたボールにサンゴや貝がら、シーグラスを飾
り付けてランプシェードにし、好きな色に光るオリジナルのオーシャンボールランプを作りま
す。サンゴやシーグラスの由来を学びながら SDGs と海の環境問題についても考えます。

日　時　12 月 4 日（土）午前の部 10：00 ～ 12：00（受付 9：40 ～）
　　　　　　　　　　　　午後の部 14：00 ～ 16：00（受付 13：40 ～）
場　所　エコポリスセンター　地下 1 階　環境研修室
講　師　ＫＯＫＯＰＥＬＬＩ＋
対　象　小学生以上（小学３年生以下は保護者同伴必須・子ども 1 名につき保護者 1 名のみ）
　　　　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加者以外は入室不可となります。
定　員　各回 15 名（定員を超えた場合は区内在住・在勤・在学の方を優先し抽選）
参加費　1,800 円（1 個あたり）
申　込　詳細はエコポリスセンター HP をご覧ください。 詳しくはこちら

サンゴや貝がらを飾ったオーシャンボールランプ作り予告 !

作品例♪

PickPick
ピックアップ！
ピックアップ！UP!UP!

※当講座は募集開始時、募集期間中、および講座開催日に東京都が緊急事態宣言発出中の場合は、募集
　を停止し講座の開催は中止します。


