
環 境 情 報 セ ン タ ー
だ よ り 夏休み号2021 年

今号は

“こどもエコサマー”

特別号です‼
・小学３年生以下のお子様は保護者の方のご同伴をお願いします。

・フタの閉まる入れ物での飲み物 以外の飲食はご遠慮いただきます。

・館内では周りのお客様のご迷惑となりますので、大声を出したり、
　走り回ったりしないようご注意ください。

センターからのおねがい

・来館する前に、健康状態の確認・検温をお願いします。
　風邪症状など体調不良が見られる場合は、施設利用を自粛してください。

・入館時の検温にご協力ください。

・入館時は手指の消毒をお願いします。

・館内ではマスクをご着用ください。

・周囲の方と適度な距離２ｍ（最低１ｍ）を保ってください。

・氏名および連絡先を必要に応じて保健所などへ提出する場合があります。

新型コロナウイルス感染症対策

展 示 おもしろ生物多様展～マダガスカル島の不思議な生きもの～

8800 万年前に大陸から分離して形成されたマダガスカル島。その独自に進化した
生きものたちの不思議を通して、進化の多様性について学べます。日本との意外な
関係や、現在抱えている環境問題についてもパネル展示で紹介します。

７月 19 日 ( 月 ) ～８月 15 日 ( 日 ) まで
◎申し込み不要、入場自由

※写真は昨年度のものです

同時開催中!!

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

※講座、展示等につきましては、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。

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/
９:00～21:00
※緊急事態措置等の要請を受け、短縮する場合があります。
　最新情報はホームページやSNSをご確認ください。
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

開 館 時 間

発 行
業務受託者

７月 26 日（月）～８月７日（土）

こども
エコサマ—ウィーク

２０２１

期間中、環境に関する講座やワークショップを開催します︕
さまざまな視点から環境やエコについて学べます。
夏の思い出づくりにいかがですか︖

すべて、事前
申し込み制

主　催・会　場

協力（敬称略・順不同）

中央区立環境情報センター（東京スクエアガーデン６階 京橋環境ステーション内）

国立極地研究所・和ハーブ協会・NPO 法人里山再生塾・オオカミと森の研究所・
(財)法人進化生物学研究所・関東電気保安協会・東京電力パワーグリッド (株)・東京ガス (株)・
(株)レンゴー・日本理化学工業 (株)・aspen grove
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「中央区の森」 間伐材で
ミニトラックをつくろう！②

イベントスケジュール

・申込期間中に環境情報センターへ直接電話にてお申し込み

  いただくか、ホームページからお申し込みください。

・申し込み多数の場合は抽選となります。

※ミニ工作の申込方法は左記をご確認ください。

こども
エコサマ—
ウィーク２０２１

丸太切り体験
小学生以上 20人程度

「中央区の森」がある檜原村の丸太を使って
丸太切りを体験します。切り出した木材は
持ち帰りができます。

↑どんぐりや松
ぼっくりを使っ
て作品をつくれ
るクラフトコー
ナーもあります。

10:00 ～ 12:00

〔申込期間７/11（日）～ 18（日）〕

段ボールおもしろ教室
小学生とその保護者 10組
段ボールがどこで使わているかや
特徴、製造過程とリサイクルにつ
いて学びます。段ボールの組み立
てやオリジナルのおもちゃ箱を作
る体験を行います。

〔申込期間７/11（日）～ 18（日）〕

10:00 ～ 12:00

和ハーブのバスボムづくり
小学生とその保護者 15組
日本で育ち、古くから生活に取り入れられてき
た有用植物・和ハーブについて学び、和ハーブ
を使ったバスボムをつくります。家族みんなで
バスタイムを楽しみましょう。

14:00 ～ 16:00

〔申込期間７/11（日）
           ～ 18（日）〕

申込方法

参加費無料

要事前申込

８

（木）
５

水溶性チョークで
手形アートの夏の思い出を
つくろう！
小学生とその保護者 16組

〔申込期間７/11（日）～ 18（日）〕

廃棄されていた貝殻を再利用して作られた
水溶性チョークを使って手形アートをつく
ります。夏の思い出を残しましょう。

14:00 ～ 16:00

エコ ・ クッキングの話と
リサイクルガス管万華鏡講座
小学生とその保護者 15組

〔申込期間７/11（日）～ 25（日）〕

エネルギーを賢く使う省エネな調理法のお話
と、リサイクルガス管を使った万華鏡づくり
をします。

10:00 ～ 12:00

メダカのミニボトル
アクアリウムをつくろう !
中央エコキッズと
その保護者 10組

〔申込期間７/11（日）～ 23（祝）〕

絶滅の危機に瀕しているメダカの生態につ
いて学び、小さなメダカのアクアリウムを
つくります。

10:00 ～ 12:00

オオカミの目で
森を見てみよう！
小学生 20人

〔申込期間７/11（日）～ 25（日）〕

オオカミは昔、日本にも
生息していました。今は
もういないオオカミの目
で森をみると、動物、植
物、命のつながりが見え
てきます。自然の仕組み
を分かりやすく学びます。きみもオオカミ
になって、森の暮らしをのぞいてみよう！

10:00 ～ 12:00

南極について知ろう
小学生 20人

〔申込期間７/11（日）～ 23（祝）〕

南極についての基礎知識と近年南極海で発
見された生物、温暖化が南極に与える影響な
どについて学びます。実際に南極海で行った
調査内容も、スライドを使ってお話します。

14:00 ～ 16:00

生きものの不思議教室
小学生とその保護者 10組

〔申込期間７/11（日）
         　～ 25（日）〕

さまざまな形に進化したマダガスカル島の
生きものを通して、進化の過程や多様性の
不思議についてを学びます。

10:00 ～ 12:00

４歳～小学６年生　各回 15人
小学３年生以下は保護者同伴

「中央区の森」
間伐材を使った
オリジナル工作です。

〔申込期間７/11（日）～ 18（日）〕

a.14:00 ～ 14:50

「中央区の森」 間伐材で
ミニトラックをつくろう！①

b.15:00 ～ 15:50

４歳～小学６年生　各回 15人
小学３年生以下は保護者同伴

「中央区の森」
間伐材を使った
オリジナル工作です。

〔申込期間７/11（日）～ 25（日）〕

a.10:00 ～ 10:50

「中央区の森」 間伐材で
ミニトラックをつくろう！②

b.11:00 ～ 11:50

電気のフシギ体験教室
小学生とその保護者 15組

〔申込期間７/11（日）～ 18（日）〕

電気の正しい使い方や私たちにできる節
電アクションについてや電気が通る仕組
みなどを実験を交えながら学びます。

10:00 ～ 12:00

木のペンケースと
メガネケースをつくろう！
小学生とその保護者 15組

絵具で好きな色を塗
って、自分だけのペ
ンケース ( またはメ
ガネケース ) を作り
ましょう。飾りには
ステキな夏モチーフ
のパーツを使います。〔申込期間７/11（日）

          　～ 18（日）〕

14:00 ～ 16:00

４歳～小学６年生

小学３年生以下は保護者同伴

各回 30 人 ( 同伴家族含む )

【申込方法】
・事前にお電話または来館で
  お申し込みください。
・定員になり次第締め切りと
  なります。

要事前申込

ミミ 作作ニニ工工
帽子のマグネット、
ペットボトルリング、
毛糸のミサンガ
がつくれます！

10:00 ～ 12:00

ミミ 作作ニニ工工

10:00 ～ 12:00

ミミ 作作ニニ工工

10:00 ～ 12:00

ミミ 作作ニニ工工

14:00 ～ 16:00

ミミ 作作ニニ工工

14:00 ～ 16:00

ミミ 作作ニニ工工

14:00 ～ 16:00

ミミ 作作ニニ工工

14:00 ～ 16:00

ミミ 作作ニニ工工

14:00 ～ 16:00

ミミ 作作ニニ工工

14:00 ～ 16:00

ミミ 作作ニニ工工

10:00 ～ 12:00

ミミ 作作ニニ工工

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。入会は直接受付窓口にお越しください。


