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検 索エコポリスセンター

オンライン

開催も!!

　エコポリスセンターでは、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、少人数の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、

一昨年度よりオンラインで開催し、「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、ご好評いただいております。

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。

また館内展示やワークショップも実施いたします。

多くのご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

第 22回

2023 年 2 月 1 日（水）～ 3 月 1 日（水）開催 !!

エコポリスセンターホームページにて詳細を掲載します。
※環境活動をしている団体、企業、学校などの公共団体を対象としています。

10月15日（土） 出展者募集 開始！

地下 1 階での
館内展示

クイズや

ワークショップも♪



　板橋区の環境に関する歴史や取り組みなどを展示いたします。
【日　時】10 月 18 日（火）〜 24 日（月）9：00 〜 17：00（最終日は 16：00 まで）
【場　所】エコポリスセンター　地下 1 階
【内　容】区の環境に関する歴史・施策

区ホームページでも紹介しています。詳しくはこちらの二次元コードからアクセスしてください。

区制施行 90 周年記念展示「環境の歩みとこれから」

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19日（土）、20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。ご理解、ご協力をお願いいたします。
※工事状況により、日程が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

開催！

詳しくはこちら

　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。

【日　時】10 月 18 日（火）〜 10 月 31 日（月）9：00 〜 17：00
【場　所】エコポリスセンター　2 階

入場自由・どなたでもご見学いただけます。

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！

※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。

開催！

≪参加のながれ≫
STEP❶ STEP❷ STEP❸

GET

スマホやタブレットを
用意して参加しよう！

館内でイベント QR コードを
さがし、スタンプをゲット！

スタンプをすべて集めたら
景品をゲット！

イベント特設
ページはこちら！

参加
無料

ス
マ
ホ

やタ
ブレットで

参
加
！

エコポリスセンターHW2022特別企画

いたずらおばけと 20 のカボチャいたずらおばけと 20 のカボチャ
～ストーリー～～ストーリー～

季節の行事やお祭りが大好きなネコのニャッセーとカニのカニジョー、
新しい友達ダンゴムシのダンペーがハロウィンに向けていっぱいカボチャのたねをまいたら、

エコポリ中カボチャだらけになっちゃった！？
ハロウィンパーティーのために収穫しようと思ったらカボチャが大きくて運べない！

おばけたちもジャマしてくるし、さあたいへん！
みんな！カボチャの収穫を手伝って～！

【日　時】10 月 12 日（水）〜 11 月 3 日（祝・木）9：00 〜 16：00
【場　所】エコポリスセンター　1 階・地下 1 階

≪必要なもの≫ スマートフォンまたはタブレット
※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。
※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。



　公園でいろんなおもしろい木を探そう ! 葉をさわったり、においをかいだり、実で遊んだり、五感を使って楽しみます！
【日　時】10 月 22 日（土）10：00 〜 11：30
【場　所】日暮台公園（板橋区前野町 5-20-15）
【講　師】樹木医・森林インストラクター　岩谷 美苗 氏
【対　象】4 歳〜就学前のお子さんとその保護者の方
【定　員】親子 7 組（区内在住・在勤の方を優先し抽選）
【参加費】無料
【申　込】10 月 11 日（火）までに、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③参加者全員の氏名（ふりがな）④参加者全員の年齢⑤電話番号・FAX を明記の上、お申し
込みください。

親子講座「おもしろ樹木を探そう」

申込用ＱＲコード

募集！

ムクロジで泡立て遊びムクロジで泡立て遊び

　シナモンやスターアニス、レモンの輪切り、コルク、キャンディなどをワイヤーで留め、吊り下げタイプのオ
ブジェを作りましょう！ アロマで香りづけもするので良い香りがふわふわ漂いますよ～♪クリスマスやパーティー
などで大活躍！

【日　時】11 月 6 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】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】小学生から大人（小学 1・2 年生は保護者同伴）
【定　員】15 名（区内在住・在学・在勤の方を優先し抽選）
【参加費】800 円　　【持ち物】作品を持ち帰る袋
【申　込】10 月 18 日（火）までに、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③参加者全員の氏名（ふりがな）④参
加者全員の年齢⑤電話番号・FAX を明記の上、お申し込みください。

環境講座「スパイスのガーランド作り」

申込用ＱＲコード

募集！

作品見本作品見本

　生ごみから作ったたい肥を地域で循環させる「ローカルフードサイクリング」を行っている NPO 法人循
環生活研究所の永田先生にオンラインでお話を伺います。楽しみながら、地球にやさしい生活、一緒にして
みませんか？

【日　時】12 月 17 日（土）13：00 〜 14：45
【場　所】ご自宅など（インターネット環境のあるところ）
【講　師】NPO 法人循環生活研究所　理事長　永田 由利子 氏
【対　象】18 歳以上の方
【定　員】50 名（区内在住・在学・在勤の方を優先し抽選）
【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 5 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 （環境学習指導者養成講座）

募集！

「たのしい循環生活
～コンポストを活用したローカルフードサイクリング～」　 

申込用ＱＲコード

永田 由利子 氏

エ コ な か ま た ちのリポ 今号はおやすみしますは

オンライン講演会
公開講座

申込締切：12 月 5 日（月）必着
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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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志村坂上からの道順（都営三田線）

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。

〒 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

いきものおえかきコーナー
子どもから大人までどなたでも参加できます♪
エコポリスセンターの 1階で展示されている「エコポリのなかまたち」が、
毎月月替わりでぬりえになって登場します。簡単なものから大人向けのむずかしいものまで♪
ぬりえやスケッチに参加すると 1日 1回すてきなシールがもらえるよ！
【日　時】毎日 9：00～（最終受付 16：00まで）
【場　所】1階　受付カウンター

募集！

募集！

Pick
Pick
ピックアップ！ピックアップ！UP!UP!

日　時　10 月 25 日（火）　10：00 〜 11：30
場　所　エコポリスセンター　3 階　環境実験室
講　師　リブルームアーティスト　　対　象　18 歳以上の方
定　員　8 名　　費　用　3,000 円　　持ち物　持ち帰り袋
申　込　10 月 15 日（土）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。

日　時　11 月 9 日（水）10：30 〜 12：00
場　所　エコポリスセンター　地下 1 階　環境研修室
講　師　realize ＋　　対　象　18 歳以上の方
定　員　8 名　　費　用　2,700 円　　持ち物　持ち帰り袋
申　込　10 月 24 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。
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西台駅

リサイクル
プラザ

熱帯環境
植物館
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ぬりえ・シールの絵／ジョー

※画像は過去の
ぬりえです。

季節によって

期間限定シールも

登場します♪

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。

申込はこちら

申込はこちら

花のある暮らし～ドライフラワーリース作り～

壁紙のアップサイクル～インテリアパネル作り～
施工後の余った廃材（壁紙）を使用して、お部屋に飾るインテリアパネルを製作します。

作品見本作品見本

作品見本作品見本


