講 座 ・ イ ベ ン ト レ ポ ー ト
京橋から

旬なエコ情報を

展示期間：８月１日（土）～30 日（日）

発信する

生物の不思議

環 境 情 報 セ ン タ ー
だ よ り
2020.10 月 NO.30

～大小さまざま進化展～
夏休みの自由研究のヒントとなるような内容として、
さまざまな生物の「大きさ」に焦点を当ててパネル、実物、標本で紹介を
しました。同じ種（しゅ）であっても大きさが異なる理由をさまざまな自

環境活動フェス 2020

然環境を生き抜くために生まれた多様性を手掛かりにひも解きました。

11/7
土

見たこともない大きさの実物標本を皆さん興味深そうに見入っていまし
た。

11/8
日

９月６日（日）実施

９月 12 日（土）実施

水溶性チョークでオリジナルデザインの
エコバッグをつくろう！

ハギレ布でアクセサリーづくり
＊講座内容：

＊講座内容：

区内で活動する環境活動登録
団体の活動紹介展示を行いま
す。開催期間中、登録団体によ
る無料のワークショップやセミ
ナーも開催します。

11/9
月

11/8
日

毎日

▲昨年の様子

廃棄された服がどのように処理されるのか、再

「ごみ」として廃棄されていたホタテの貝殻を原
料にして、粉が少なく使いやすいチョークに再生
してることを学びました。また、この水溶性チョ
ークを使ってオリジナルデザインの
エコバッグを作りました。
＊参加者の声

利用する方法などを紹介し、ブローチなどのア

楽しかったです。またこんなイベントがあったら
いいな。
・自分のエコバッグができてうれしいです。

オータム森フェス 2020

クセサリーを作りました。
＊参加者の声
・手芸は好きなので、このようなイベントは
いっぱいやって欲しい！
・熱中して作ってしまいました。

・チョークについて色々学べてエコバッグも作れて

自由工作コーナー

・とても分かりやすく素敵なものが作れました。

毎月第 1・4 土曜日に、
身近な廃材や自然素材を
使った簡単なエコ工作が
できるスペースをご用意
しています！

予約不要！手ぶらで OK！
どなたでもご参加いただけ
ますので、お気軽にお立ち
寄りください♪

《10・11 月の予定》
10 月３日（土）

▲「間伐ザウルス」

オータム森フェス 2020

11 月 21 日（土）
～23 日（祝）

11 月にオータム森フェス
を開催します。
オータム森フェス期間中は
施設を開放して、東京都西多
摩郡檜原村にある「中央区の
森」や森林保全に関する紹介
展示、講座・ワークショップ
などを行います。
また「中央区の森」の間伐
材で作られた輪投げ、ボウリ
ングなど、木製のおもちゃで
も遊ぶことができます！

11/21
土

★ペットボトルキャップで小物置きづくり

10 月２４日（土）

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

https://eic-chuo.jp/
開館時間
休 館 日
発
行
業務受託者

９：00～21：00
年末年始（12 月 29 日～１月３日)
中央区立環境情報センター
株式会社小学館集英社プロダクション

★ハロウィーンオーナメントづくり

11/22
日

11 月７日（土）
★松ぼっくりでクリスマスツリーをつくろう

※内容は変更になる場合がございますの
でご了承ください。

展示

☜ 各イベント、企画展示、講座の開催日時等
の詳細は環境情報センターのホームページ
をご覧ください。

10～３月の講座･イベントスケジュールは、次のページをご覧ください

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

※12 月 29 日～1 月 3 日は休館

10 月 3 日(土)～11 月５日(木)
深海をのぞく展

11 月７日(土)～９日(月)

12 月 12 日(土)～17 日(木)
環境作品コンクール
入賞作品展

１月５日(火)～２月 14 日(日)
省エネのコツ展

２月 16 日(火)～３月 30 日(火)
絶滅したオオカミの
役割を探る展

11 月 11 日(水)～12 月９日(月)
中央区の森紹介展

４日

アートクレイシルバー教室

（日） ～自然モチーフの純銀アクセサリーづくり～

７日 第２回 総合環境講座
（水） 「日本の気候変動対策」

11 日 秋の自然観察会～浜離宮恩賜庭園
（日）

４日 大人の宇宙環境講座
（水）

７日 竹細工教室
（土）

３日 苔テラリウムづくり
（木）

11 日 第４回 総合環境講座

竹紙で飛び出す絵本を作ろう
環境講演会

（水） 「土木からみた環境問題」

東京スイソミル見学

eco くらす
『身近なものでリースづくり』

17 日 「しんかい 6500」が観た世界
（土）

18 日 みどりの街でミツバチとくらそう
（日）

21 日 第３回 総合環境講座
（水） 「街の省エネ」

28 日 ふろしき～自分らしくエコライフを楽しむ～
（水）

11 日 第４回 総合環境講座
（水） 「土木からみた環境問題」

11 日 第４回 総合環境講座

（水） 「土木からみた環境問題」

22 日 楽しく学ぶ！伝えるための
（日） 環境クラフト研修

11 日 第４回 総合環境講座

（水） 「土木からみた環境問題」

15 日 いきもの発見会（秋）
（日）

17 日 深海の不思議教室

11 月 21 日(土)～23 日(祝)

（土）

オータム森フェス 2020

９日 第５回 総合環境講座

手漉き和紙から学ぶ

（水） 「東京スクエアガーデン施設見学」

11 日 第４回 総合環境講座

（水） 「土木からみた環境問題」

16 日 第６回 総合環境講座

（水） 「有用植物と日本人の暮らし」

11 日 第４回 総合環境講座

（水） 「土木からみた環境問題」

★中央エコキッズ限定★

Twitter・Instagram・メルマガで
講座･イベント情報を配信中

21 日 体験しよう！中央区の森
（土）

中央区企業 CSR･CSV リレーセミナーとは？
CSR･CSV リレーセミナー

おもちゃのエコ

こども科学実験教室

中央区内に事業所を持つさまざまな業界の企業が集ま
り、各社の環境活動を紹介し合い、意見交換を行うリレ
ーセミナーを年６回開催しています。
CSR･CSV リレーセミナー

10 月から環境情報センターの Twitter と Instagram
を開設しました！
環境情報センターで行われる講座･イベント情報を不
定期で配信しています。
なお、メルマガのご登録手
続きは環境情報センターの
受付で行うことができます。
Twitter
Instagram

CSR･CSV リレーセミナー

※日程や講座･展示等につきましては日程･内容の変更や中止になる場合があります。その他、確定した日程やお申し込み方法などの詳細は区報または環境情報センターホームページをご確認ください。

