環境情報センターにぜひお越しください♪
Twitter･Instagramで講座･イベント情報を配信中
講座・イベントレポート

こども
エコサマ—
ウィーク２０２１

７月 28 日（水）

段ボールおもしろ教室

を開催しました！

環境に関する講座やワークショップを
７月 26 日（月）〜８月７日（土）まで開
催しました。ご来場いただいた皆さま、
ありがとうございました。

７月 26 日（月）

木のペンケースとメガネ
ケースをつくろう！

７月 27 日（火）

◆講座内容
夏モチーフのパーツを使って木
のペンケースやメガネケースを
作りました。
◆参加者の声
・すてきな作品ができた。
・モチーフの色塗りがとても楽し
く、もっとやりたいと思った。
・木のお話が興味深かった。また
親子で協力できたのも良かった
です。

７月 29 日（木）、８月５日（木）

「中央区の森」間伐材でミニトラックをつくろう！
◆講座内容
「中央区の森」間伐材を使ったオ
リジナルの工作を作りました。
◆参加者の声
・「中 央 区 の 森」の 存 在 を 知 ら な
かったので、知る機会になった。
・間伐材を利用して工作ができ、
エコロジーだと思った。
・かわいく色塗りができたし、楽
しかった。
・木のぬくもりを感じながら工作
ができ、とても良い経験になった。

８月６日（金）

生きものの不思議教室

◆講座内容
直径 20cm ほどの「中央区の森」
間伐材を、実際にのこぎりで切
りました。
◆参加者の声
・木を切るのは大変だけどとて
も楽しかった。
・初めてののこぎりで大変そう
だったが、あきらめずに最後ま
でやれてよかった。

丸太切り体験

◆講座内容
段ボールの特徴やリサイクルに
ついて学んだあと、アタッシュ
ケースなどを作りました。
◆参加者の声
・段ボールの組み立てが楽しかっ
た。
・段ボールは、７〜８回再利用で
きると知り、便利だと思った。
・リサイクル時の注意点がとても
参考になった。
・段ボールのできる行程、仕組み
を理解することができた。

中央区立環境情報センター

◆講座内容
マダガスカル島の自然環境につ
いて学び、実際に島の植物に触
れました。
◆参加者の声
・いろいろな生き物を守らない
といけないことが分かった。
・マダガスカルの環境や状況が
よく分かった。
・環境問題についてあらためて
考える良い機会でした。メリッ
トデメリットを一方的に考える
のは良くないと思った。

環 境 情 報 セ ン タ ー
だ よ り

京橋から
旬なエコ情報を
発信する

2021.10 月 No.33

環境情報センターのココに注目！

中央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ワーク
ショップイベントを開催します。

1 1 月 1 3 日（土）〜 1 5 日（月）

９:00 〜 21:00

◎最終日は 17：00 まで

イベント

13 日（土）①13：00 〜 13：45「竹紙折り紙」

開館時間

９:00〜21:00

発

中央区立環境情報センター

休

館

日

行

年末年始(12月29日〜１月３日）

②14：00 〜 14：45
③15：00 〜 15：45

要申込

14 日（日）14：00 〜 16：00 「ハギレ布でつくる蜜蝋ラップ」
15 日（月）14：00 〜 16：00 「竹細工教室」 要申込
環境講演会 「プラゴミ問題のモヤモヤをみんなで乗り越えよう！」

12 月 12 日（日）

サイエンスライターで環境問題をテーマに多くの
著書を持つ講師をお招きし、プラスチックごみが
暮らしに与える影響や、未来に向けて私たちが出
来ることについて、
わかりやすく講演いただきます。

14：00 〜 15：30

東京大学特任教授
サイエンスライター
気象予報士

対象：15 歳以上の区内在住・在勤・在学者
定員：90 人程度（先着順・定員になり次第締め切り）
申込期間：11 月 25 日（木）〜 12 月 11 日（土）

eco ワーク発表会

2022年2月開催

環境情報センターに登録
し 、さまざまな分野で活動
している環境団体による今
年度の活動発表を行います。
すべてのプログラムの一般
聴講が可能です。

保坂 直紀 氏

自由工作コーナー

毎月第１・４土曜日開催

身近な廃材や自然素材を
使ったエコ工作ができるス
ペースをご用意していま
す！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♪

予約不
手ぶら 要！
でOK！

環境情報センターの環境クラブ ※登録方法など、詳しくは環境情報センターまでお問い合せください。

〒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/

令和３年度後期

環境マスタークラブ
区内在住・在学の小学生を対象とした環境活動ク
ラブです。登録するとセンターで開催する講座･
イベント情報がメールで届くほか、
中央エコキッズ会員のみが参加でき
る講座･イベントもあります。

18歳以上の区内在住・在勤・在学者を対象とした環境
活動クラブです。より一歩踏み込んで継続的に環境につ
いて学ぶことができます。登録すると環境マスタークラ
ブ会員のみが参加できる講座･イベント情報がメールで
届くほか、講座申し込み方法も簡単になります♪
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

令 和 ３ 年 度 後 期 ＊ ス ケ ジ ュ ー ル
10 月
10/９~11/10

展示

中央区の森
紹介展

２日(土)

浜離宮自然観察会(秋)
13日(水)

総合環境講座⑤

「企業の取り組みからSDGSを学ぶ②」

11 月
11/13~15

環境活動フェス

環境活動登録団体
活動展示

「川とまちとの関わり」

15日(月)

環境活動フェス

竹細工教室

一般向け

17日(水)

〜自然素材の一輪挿し〜

「企業の取り組みからSDGSを学ぶ①」

10/27
27日(水)

総合環境講座⑥

「誤解だらけのエネルギー・環境問題」

30日(土)

オンライン講座

楽しく学び、伝える〜

総合環境講座②

24日(水)

総合環境講座⑦

「海洋プラスチックの
現状について考える」

28日(日)

いきもの発見会(秋)

環境クラフト研修

子ども ･
親子向け

16日(土)

３日(祝)

オンライン講座

16日(土)

13日(土)

環境活動フェス

丸太切り体験
体験しよう！中央区の森

プラスチックの未来展

14日(金)

苔テラリウムづくり

３月
２/21~３/18

海洋プラスチックごみの今展

９日(水)

eco ワーク発表会

13日(日)

身近なものでリースづくり

５日(日)

ハギレ布でツリーづくり

手すき和紙から学ぶ

8日(水)

15日(金)

緑の街で
ミツバチとくらそう！

総合環境講座⑧

２月
１/22~２/18

環境作品コンクール
入賞作品展

「『旬』の魚を食べよう」

総合環境講座①

１月

12/11~16

1日(水)

15日(金)

23日(土)

12 月

10日(水)

自然素材で飾るリサイクルこうさく

木材クラフト講座

最新の情報やお申込み方法などは環境情報センターホームページや S NS でご 確 認 く だ さ い 。

こどもの宇宙環境講座

総合環境講座⑨

「環境配慮型施設見学」

12日(日)

23日(日)

アートクレイシルバー教室

環境講演会

スイソミル見学

「プラごみ問題のモヤモヤを
みんなで乗り越えよう！」

18日(土)

海図の変遷で見る中央区
22日(水)

東京の電気エネルギー供給の
中枢を見る
30日(日)

おもちゃのエコ

中央区企業CSR・CSV
リレーセミナーとは︖
中央区内に事業所を持つ

竹紙折り紙

事業者向け

さまざまな業界の企業が
集まり、各社の環境活動

CSR・CSV
リレーセミナー④

CSR・CSV
リレーセミナー⑤

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。

※新型コロナウィルス感染症の拡大防止に伴い、日程・内容の変更や中止になる場合があります。

CSR・CSV
リレーセミナー⑥

