
７月26日(火)　午前10時～ 11時30分
内容 :鬼ごっこをしながら、食べられるのに捨て

られてしまう食料がどのように発生するの
かを学びます。もったいないを楽しく体験
します。

講師 :特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワー
ルド

対象 :小学校３年生～６年生　定員 :25人
持物 :動きやすい服装、筆記用具

７月27日(水)　午前10時～午後０時30分
内容 : 実験やクイズで太陽電池のしくみや環境問

題を考えます。晴れた日にはソーラーカー
やソーラーアニマルなどの太陽電池を使っ
たおもちゃを体験 !　実際に太陽電池を
使った工作にも挑戦します。

講師 :京セラ株式会社　
対象 :小学校４年生～６年生　定員 : 40人　
参加費 : 300円 (材料費 )　持物 :筆記用具

７月28日(木)　午前10時～午後０時30分
内容 : ペットボトルと布から、小物入れになるか

わいいバスケットを作ります。
講師 :ちくちくの会(エコプラザ西東京登録団体 )
対象 : 小学校１年生～６年生（１～４年生は裁縫

ができる保護者同伴）　定員 : 25人
持物 : 裁縫道具（針、糸、布を切るはさみ）、もの

さし (30㎝ )、不用になった布（外側の布：
20cm×40cm、内側の布：30 cm×40cm）、
筆記用具

７月29日(金)　午後１時30分～３時30分
内容 : 電子紙芝居で自然循環と生きものの育て方

を学びましょう。また木工工作でかぶと虫
を作ります！実際にかぶと虫にも触れ合え
ます！環境について楽しく学べるボリュー
ム満点の講座です。

講師 :ごみ減量推進課職員　
対象 :小学校１年生～６年生（保護者同伴）　
定員 : 25人　
持物 : よごれてもよい服装、筆記用具、持ち帰り用

袋、軍手

８月1日(月)　午後１時30分～３時30分
内容 : プラスチックのリサイクルについて、クイ

ズや発泡プラスチックの実験をしながら学
習します。工作はプラスチックカップでオ
リジナルキーホルダーを作ります。　

講師 :（一社）プラスチック循環利用協会　
対象 :小学校４年生～６年生　
定員 : 40人　
持物 :筆記用具

８月４日(木)　午前10時～午後１時
内容 : パッチワークキルトの作品作り。コースタ
　　　ーや小さな壁掛けなどを作ります。
講師 :ちくちくの会(エコプラザ西東京登録団体)
対象 : 小学校１年生～６年生（１～４年生は裁縫

ができる保護者同伴）　
定員 : 20人　
持物 :裁縫道具、布のはぎれ数種類、布にあう糸

８月９日(火)　午後１時～３時30分
内容 : 身近にある牛乳パックをとおして森林資源

などの地球環境やリサイクルについて学
び、溶かした牛乳パックから毎年大好評の
手すきのマイはがきを作ります。

※牛乳にアレルギーをお持ちの方は参加できま
せん。

講師 : 全国牛乳容器環境協議会、全国牛乳パック
の再利用を考える連絡会　

対象 :小学校３年生～６年生　定員 : 35人
持物 :筆記用具

８月16日(火)　①午前10時～正午                  ②午後１時30分～３時30分
内容 : 家庭で不用になった空きびんやおもちゃを

再利用して、振ると雪がキラキラ舞うよう
に見えるスノードームを作りましょう。

講師 :（特）日本スノードーム協会　
対象 :小学校１年生～６年生　定員 :各回25人
持物 :高さ約10㎝前後の空きびん（蓋付き）、２
　　　～３㎝ほどの自立するおもちゃ、タオル、

ビーズ、持ち帰り用袋
参加費 : 500円 (材料費 )　
場所：プラザ棟１・講座室　

①８月17日(水)
②８月18日(木)　午前10時30分～午後１時
内容 : 料理のエコポイントをおさえて『エコノミ焼き』

を作ってみよう！
※材料に卵、小麦粉、エビなど食物アレルギーの原因
となる食材が含まれます。詳細はホームページにて
ご確認ください。

※参加する小学生以外のお子様の同伴や見学はできません。
講師 :西東京市エコ・クッキングナビゲーター
対象 :小学校１年生～６年生（保護者同伴）　
定員 :各回 12人　持物 :エプロン、三角巾、ハンドタ

オル、食器用布巾、マスク、古布（10cm四方に切っ
た清潔なもの。調理器具の汚れをふきとるのに使います。）

８月19日(金)　午後１時30分～３時30分
内容：はじめに「ごみをへらす話」の電子紙芝居

を見ます。工作は、食品トレーに使われる
プラスチックでグライダーを作ります。

講師 :ごみ減量推進課職員
対象 :小学校１年生～６年生　
定員 : 40人　
持物 :筆記用具、持ち帰り用袋

  ８月21日(日)　①午前10時20分～正午                      ②午後１時30分～３時10分
内容 : イルカやクジラのすんでいる海のことにつ

いてたくさん学びます。粘土のイルカ作り
や、クイズやゲームも体験できます。

講師 :アイサーチ・ジャパン　
対象 :小学校１年生～６年生　
定員 :各回40人
参加費 : 300円 (材料費 ) 

８月23日(火)　午前10時～ 11時30分
内容 : 自然の生態系のお話を聞いてから、全員で

生態系ピラミッドを作ります。持ち帰り用
の小さなピラミッドも作ります。

講師 :日本自然保護協会自然観察指導員　大森拓郎氏
対象 :小学校1年生～６年生　
定員 : 25人　
持物 :筆記用具、クレヨン
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日程 : 夏休み期間中、数回開催予定
※7月15日(金)以降の市ホームページでご確認ください。

http://www.city.nishitokyo.lg.jp
内容 :エコバッグ、エコキャップのマグネット帽子など
講師 :エコプラザ西東京協力員
対象 : 保護者同伴の幼児、及び小学校 1年生～6年生
持物 : 作品の持ち帰り用袋

エコプラザ西東京
TEL042-421-8585
休館日7/19、8/15を

のぞく
午前９時～午後５時

往信おもて 返信うら

52 202-0011
往信
 西東京市泉町
 　3-12-35
 エコプラザ西東京
 　プラザ棟2
 「夏休み自由研究
  抽選｣係

※ここは白紙のままで
抽選結果を記載して
返信いたします（ )

返信おもて 往信うら

52
返信

　返信先の
　　①郵便番号
　　②住所
　　③氏名

①講座ナンバー
②講座タイトル
（講座8･9･11は希望す
 る回を必ず明記）
③住所
④電話番号
⑤応募者氏名（よみがな）
⑥学年
⑦保護者氏名（よみがな）

 注 1 
はがき1枚につき、
お一人様1講座まで。
（きょうだいの場合は、1組1講座まで） 
 注 2 
往信・返信の記載面を
よくご確認ください。
 注 3 
料金不足の場合、受け
取りできません。

【夏休み自由研究2016の講座申込み方法】(下記 記入方法をご参照ください。)
１．抽選申込みは往復はがきのみ受け付けております。電話、FAX、 Ｅメールの申込みは無効となります
のでご注意ください。

２．対象はいずれも西東京市在住・在学の方となります。在学の方は往復はがきに学校名をご記入ください。
３．往復はがき１枚につき、お１人様１講座のみお申込みいただけます。往復はがき１枚に複数の講座、
複数の応募者を記入しての申込みは無効となります。

４．申込みできる数に制限はありませんが、複数の講座または複数名申込みする場合は、それぞれ別の往復
はがきを用意してください。ただし、きょうだいで一緒に参加を希望する場合のみ１組として扱い、
１組１講座につき往復はがき１枚でお申込みいただけます。きょうだいのどちらかが対象年齢外の場合や、
きょうだい以外 (友人・親戚など )の方と一緒の申込みは無効となります。

５．抽選受付は７月６日（水）まで（消印有効）。抽選結果は、 ７月15日（金）に返信はがきにて発送の予定です。
電話などによる抽選結果のお問合わせにはお答えできません。

６．抽選申込みで定員に満たなかった講座は７月20日 (水）午前９時より、電話 (042-421-8585)にて
随時申込みを受け付けます。（先着順）（電話受付時間：休館日 (8/15）を除く 午前９時～午後５時）

7．往復はがきの記入内容に不備がある場合や切手料金不足の場合は無効となります。

エコプラザ西東京の窓口の配置が変わります
みどり環境部みどり公園課の事務所移転に伴い、エコプラザ西東京
（プラザ棟１）の窓口の配置が変わります。
●移転日と移転場所
ごみ減量推進課が平成28年7月18日(月・祝)からエコプラザ西東京1
階から2階へ移動します。また、みどり公園課が平成28年7月19日(火)
から保谷庁舎4階からエコプラザ西東京1階へ移動いたします。
ご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
お問合せ先：環境保全課
TEL：042－438－4042　FAX：042－421－5410
Eメール：kankyou@city.niishitokyo.lg.jp

 

 
 

   

  

  
 

  ※抽選申込みは往復はがき
　のみの受付となります。

 

 

 
 


