
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年から始まった『CSR･CSV リレーセミ

ナー』。区内に事業所のある企業が集まり、

各社の CSR･CSV 活動を紹介し、意見交換を

行います。 

身近な企業の環境への取組みを 

聞いてみませんか？ 
 

１０月２９日(土)～１０月３１日(月)  
環境情報センターに登録している『環境活動

登録団体』の活動などを紹介します。 

中央区で活動している環境団体がどのよう

な活動をしているのかのぞいてみませんか？ 

 

今年度のおすすめ講座･イベント情報！ 

『          』 
に登録しよう！ 

 中央エコキッズは区内の小学生を対象とした

環境情報センターの環境活動クラブです。講座や

イベントに参加してスタンプを集めよう！ 

１０個集めると素敵な記念品がもらえます♪ 

 

 

〔１月２３日（土）実施 小学生以上１４名〕 

身近な化粧品に関する環境問題や㈱資生堂で行

われている環境活動について学びました。また、

環境にやさしくエコな美容法を、実演を交えな

がら学ぶことができました。 

中央区立環境情報センター 
  

〒104-0031中央区京橋 3-1-1 東京スクエアガーデン６Ｆ 

京橋環境ステーション内 

ＴＥＬ.０３－６２２５－２４３３  ＦＡＸ.０３－６２２５－２６９９ 

http://eic-chuo.jp/ 
 

開 館 時 間 9：00～21：00 

休  館  日 年末年始（１２月２９日～１月３日) 

発  行 中央区立環境情報センター 

業務受託者 株式会社小学館集英社プロダクション 

 

 

 

大人気イベント!! 

７月２４日(日)～７月３１日(日)  

夏休み恒例『もりもりフェスティバル』！ 
今年も展示にワークショップと盛りだくさんの内容

で子どもたちの自由研究をお助け！！ 

今年の夏は環境やエコについて考えてみませんか？ 

キレイになれるエコの小ネタ 
～化粧品と環境の関係～ 

今年の『中央区総合環境講座』は、身近な環境

問題や最新の環境情報にスポットを当て、東京

都や中央区の環境への取り組みについて学ぶ

ことができます！(６月１５日(水)～全８回) 

 
 

①『再生可能エネルギーと電力の自由化』 

②『循環型社会と３R』 

③『屋上緑化と自然との共生①』 

④『屋上緑化と自然との共生②(施設見学)』 

⑤『東京湾、河川との現状』 

⑥『東京五輪と環境問題』 

⑦『エコなまちづくりに向けて』 

⑧『総合環境講座を振り返る』 

 

(詳細はＨＰをご覧ください) 

今年は一味違う!? 

オオカミとクマのすむ世界 

環 境 情 報 セ ン タ ー 
だ よ り 

 

エコビルから 

旬なエコ情報を 

発信する 
2016.４月 NO.13 

○参加者の声 

・食べる食べられるという言葉を大切にしたい。 

・親子で温暖化や自然環境のことを学べ良かった。 

・環境を考えるきっかけになってくれればと思う。 

大好評！『宇宙環境講座』 

今年はさらにパワーアップした内容で宇宙環

境について学びます。宇宙が大好きな子必見！ 

(９月１７日(土)～全３回) 
 

ﾐｯｼｮﾝ 1『宇宙と地球の環境のちがい』 

ﾐｯｼｮﾝ 2『宇宙からみた地球の気象』 

ﾐｯｼｮﾝ 3『ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾛｹｯﾄを打ち上げよう』 

 
 

今までより一歩踏み込んで継続的に環境につい

て学ぶ、18歳以上の区内在住・在勤・在学者を対

象とした環境クラブです。 

登録された方のみ参加できる環境セミナーも開

催予定です。 
 

環境マスタークラブ NEW 

２月１１日(祝)、環境情報センターに登録している環境活動登録団体

１５団体の方々が集まり、「環境団体と関係団体･組織との連携事業を考

える」をテーマにさまざまな環境分野の事例発表や１年間の活動の報告

を行いました。 
 

※「中央エコキッズ」・「環境マスタークラブ」につ

いて、申込方法などの詳細は環境情報センターまで

お問合せください。 

 

 地球温暖化の影響を受けている北極圏のシロク

マやオオカミから見た生態系の変化、檜原村の「中

央区の森」周辺の生態系の変化について学びまし

た。 

2015年度 環境活動登録団体 環境活動発表会 

↑分科会の様子 

その後、分科会に分かれて意見交換を行いました。「自然環境」「都

市環境」「エネルギー環境」の３つの分科会では、それぞれの専門分

野に関する悩みや活動例などが話し合われました。 

新規登録の団体も参加し、多くの団体間の交流も深めることができ、

昨年以上に有意義な会となりました。 

全体会では、４団体が今年度行った連

携事業について発表し、多くの質問が寄

せられました。 
↑全体会の様子 

〔３月９日（水）実施 １８歳以上２０名〕 

○参加者の声 

・環境にやさしい化粧品、レフィルをつくっている

ことはとてもよいと思った。 

・環境問題(リサイクル)に興味が持てた。 

 

イベントレポート 

 環境を学びま

せんか？ 

自己啓発にどうぞ 

継続的に活動しませんか？ 



 

 

 

 

19 日（土）浜離宮 自然さんぽ・秋 

24 日（木）風呂敷 

 

22 日（金）環境ものづくり教室 

30 日（土）食と環境の関わり 
～フードマイレージ～ 

24 日（日）～31 日（日） 
もりもりフェスティバル 2016 

12 日（土）宇宙環境講座③ 

26 日（木）CSR･CSVリレーセミナー① 

3 日（土）こども環境防災塾 

17 日（土）宇宙環境講座① 

15 日（土）宇宙環境講座② 

22 日（土）浜離宮･自然たんけん隊 

17 日（土）スノードームをつくろう 

14 日（土） ボトルアクアリウムをつくろう 

29 日（木）CSR･CSVリレーセミナー② 

19 日（水）事業所向講座① 

16 日（水）事業所向講座② 

30 日（水）CSR･CSVリレーセミナー③ 

25 日（土）事業所向講座③ 

18 日（水）事業所向講座④ 

23 日（木）CSR･CSVリレーセミナー④ 

2 日（火）電気のフシギ体験教室 

5 日（金）セミの羽化観察会 

26 日（金）エコ寺子屋 

23 日（土）浜離宮 自然さんぽ・春 

27 日（水）シェアードプラネット 

 
14 日（土）銀座のビルでエコライフ体験 

（植付編） 

9 日（土）銀座のビルでエコライフ体験 
（収穫編） 

13 日（水）総合環境講座③ 

16 日（土）総合環境講座④〔施設見学〕 

27 日（水）総合環境講座⑤ 

10 日（水）総合環境講座⑥ 

31 日（水）総合環境講座⑦ 

 

15 日（水）総合環境講座① 

29 日（水）総合環境講座② 

 

7 日（水）総合環境講座⑧ 

18 日（水）自然環境との共存 
～オーガニック～  

 

29（土）～31（月）環境活動フェス 2016 

 

１日（水）Ｍｙはしづくり 

 

1 日（水）エコでキレイに。 

11 日（土）環境活動発表会 

子ども･親子向け パネル展示 事業者向け 

2 0 1 6 年 度 ＊ 環 境 情 報 セ ン タ ー 年 間 ス ケ ジ ュ ー ル 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月 

10 月 

11 月 

12 月 

１月 

２月 

３月 

４月 

＊地球温暖化 

※日程や講座･イベント名は変更になる場合がありますので予めご了承ください。 
その他、確定した日程やお申込方法などの詳細は区報またはホームページに随時更新いたします。 

 

一般向け（区内在住・在勤・在学者） 

1 日（日）～25 日（水） 
＊エコマーク   

〔13 日（金）無料セミナー開催予定〕 

パネル提供：（公財）日本環境協会 

＊環境パネル展 

15 日（金）～２９日（祝） 
＊森を育て、活かし、未来につなぐ 

パネル提供：三井物産フォレスト㈱ 

＊エネルギー見える化 

４月 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月 

10 月 

11 月 

12 月 

１月 

２月 

３月 

＊檜原村紹介展 

＊こども向け環境パネル 

＊３Rと循環型社会 

＊環境活登録団体活動紹介 

＊生物多様性 

(パネル展示は内容が変更になる場合があります。) 

＊区内事業者 CSR・CSV 事業 

＊中央区の森 


