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エコプラザ西東京主催「夏休み自由研究 2011」の全 12 講座が終了しました。延べ 487 名の子ど

も達が参加してくれました。アンケートには、「たのしかった！」という喜びの声だけではなく、

これまで意識していなかった環境への関心が高まったという声も多く聞かれました。エコプラザ

西東京はこれからも、エコ活動を広めるさまざまな企画を提案していきたいと考えていますので、

皆様のご参加・ご協力のほど宜しくお願い致します。 

 

 
 
対象：小学１年生～中学３年生 
参加者：11 名 

講師：西東京市エコ・クッキングナビゲーター 

 エコノミ焼き作りに挑戦しました。まずは、講師の方からエコ･ 

クッキングで大切な、素材だけでなく水、エネルギーを無駄にしな 

い方法を、クイズや講師のデモンストレーションを見ながら学んだ後、 

班に分かれて調理しました。初めて包丁を握る子はもちろん、いつもお手 

伝いをしているという子も普段とは少し違う調理方法に戸惑いながらも 

真剣に取り組んでいました。 
 
 

 

対象：小学 3～6 年生 

参加者：１回目 44 名、２回目 42 名、計 86 名 

講師：「全国牛乳パックの再利用を考える連絡会」「全国牛乳容器環境協議会」15 名 

牛乳パックの再利用運動の説明、DVD「牛乳パックン探検隊」上映などで牛乳パックのリサイ

クルを学んだあと、溶かした牛乳パックから手漉きのはがきを作るリサイクルを体験しました。 

「牛乳パックから手漉きのはがきが作れるのはすごいと思った」「牛乳パック 30 枚でトイレッ

トペーパー５ロールができるとは思わなかった」「捨てられている牛乳パックがたくさんあると

いう話を聞き、もっとリサイクルしたいと思った」などの感想が寄せられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 牛乳パックを漉いてから、
好きな挿絵をいれました 

個性に溢れた素敵な作品が
出来上がりました 

オリジナル作品を手に
大喜びです 

火や包丁に緊張しながら
も、材料を無駄にしない、
洗う前に汚れを拭くなど、
簡単なことで環境に優し
く料理できることを学び
ました。 
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対象：小学 3～6 年生 

参加者：32 名 

講師：京セラ株式会社 社員 3名 

ソーラーを用いたおもちゃ、実験セットなどの体験型出前ツールとクイズ 

形式により、環境問題やエネルギーに対して理解を深め、地球環境を守る 

ことの大切さを学びました。今年は、F1 カーやバッタなどの太陽電池を 

使ったソーラー工作も実施しました。「太陽電池やモーター、プロペラなどを 

使った実験が楽しかった」「太陽の光にこんなに力があると思いませんでし 

た」などの感想が寄せられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
対象：小学 3～6 年生 

参加者：46 名 

講師・協力：JAL グループ        
ＪＡＬで働く現役の機長さんから、地球温暖化の影響のほか 

JAL グループの環境を守る活動を、画像とともに紹介していただき 

ました｡また、コックピットから見える美しい景色も見せていただき、 

子どもたちからはため息が・・・。 

 機長さんが子どもたちに地球や飛行機の質問をなげかけると、 

色々な答えが返ってきて、楽しく空の学習ができました。 

 

 

対象：小学 5年生～中学 3年生 

参加者：20 名 

講師：華工房（エコプラザ西東京登録団体）  

布ぞうりは衣類を長細く切り、台を使って編み、最後に鼻緒をつけてできあがります｡参加した

子どもたちは、家からいらなくなった衣類を持参し、思い思いの布ぞうりを編んでいました。講座

終了後には、｢長い時間集中する作業だけど、できあがりの達成感は格別でした｡｣｢できあがった布

ぞうりは大事に使います。｣と、充実感に満ちた感想を述べてくれました。 

   

 

 

 

 

 

 
 

機長さんと一緒に環境学習ができ、
興味津々の子どもたち 

講師の方に教えてもら
いながら、こつこつと
編んでいきます 

最後は、出来上がった
作品を身につけて記念
写真！ 

太陽電池を使った
実験中。モーターは
動くかな？ 

ソーラー工作に挑戦だ！

太陽の光を浴びて
ソーラーカーが勢いよく
走り出します！
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対象：5 才～小学 6年生 

参加者：29 名 

講師：エコプラザ西東京協力員 展示･工作チーム 

東京の木からマイはしを作ることに挑戦しました。紙やすりではしの

形に削っていく作業に苦戦したようですが、保護者の方と力をあわせて

全員マイはしを完成させることが出来ました。マイはしを手にした子ども

からは、｢木がこんなに、へんしんするのがわかりました。｣など、たくさ

んの感想が寄せられ、木が身近にあるさまざまな道具になっていること

を学ぶことができたようです。 

 

 
 
 
 

対象：４才～小学３年生 

参加者：19 名 

講師：レッジョ教育を広める会＠キオッチョラ＠ 

（エコプラザ西東京登録団体） 
  東京大学田無演習林を散策しながら葉っぱや木の実など 
を収集。切り株のキャンバスに拾い集めたものを並べて作

品を作り、写真におさめました。聴診器で木の幹を流れる水

の音を聞いたり、目かくしして林の声に耳を澄ましたり、五感

を使って自然体験をしました。 

 エコプラザで林からもらった自然のパワーも使って創作を

した後は、また繰り返して使えるように使った素材を元に戻

しました。   

 

 

 

 

 

対象：５才～小学６年生 

参加者：１回目 34 名 ２回目 34 名 

講師：アイサーチ・ジャパン 

イルカやクジラについて勉強した後は、特徴を考えな 

がら、粘土でイルカを作りました。その後は「イルカすく 

い（救い）」などのゲームに挑戦したり、タペストリーや 

DVD を見たりして楽しみながらイルカとクジラについて 

学ぶことが出来ました。 

イルカやクジラの棲む海を守るには、毎日の生活か 

ら気をつけなければいけなかったことをあらためて感じ 

ました。       

少し大変だったけど、頑張って削りました

「イルカすくい」
は順番待ちの人気
でした！ 

気に入った切り
株に木の葉や小
枝、せみの抜け
殻などをのせて
作品を作りまし
た。 

切り株キャンバスの作品の写真を
額縁で飾ってお持ち帰りしました。 
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事業・講座名 場所 
定員・対象 
募集期間 内容など 

 

毎週金曜 10：00～11：30 

ミッキーとあそぼう!! 

  エコダンスとリユース ﾌﾟﾗｻﾞ棟 2 
多目的ｽﾍﾟｰｽ 

 
 
定員：50 名（当日の先着順） 
対象：乳幼児とその保護者

（市内在住、在勤の方） 
 
参加できる日に会場にて 
受付（事前申込不要） 
 

親子体操やエコダンス、障害物遊びなどで乳幼児の
親子がいっしょに楽しむ講座です。 
不用になった物を持ち寄って譲り合うリユース活動もし
ています。 
講師：「ミッキーとあそぼう！！」スタッフ 
協力：ダンスサークル K'sPOWER（ケイズ・パワー） 
持ち物：室内シューズ、タオル、飲み物、子どもの名札 
服装：動きやすい服装 
（子どもはＴシャツに伸縮性のあるパンツ） 

 

 

【全 8回】 
９月 17 日(土)から 
11 月５日(土)の毎週土曜日 
10:00～11:30 

エコダンスを踊りましょう！   
 

ﾌﾟﾗｻﾞ棟 2 
多目的ｽﾍﾟｰｽ 

定員：50 名（先着順） 
対象：市内在住、在勤、在

学の方 
 
都合の悪いときは欠席されて
構いません。（連絡不要） 
 
９月２日（金曜日）より 
参加者受付中  

ペットボトルを手に、｢もったいないソング｣など全５
曲にあわせて、老若男女がダンスを楽しみ、明るく
環境の保全をアピールします。                
希望者は、アースカラーの衣装で 11 月 12 日（土曜
日）、13 日（日曜日）の市民まつりに参加出来ます。   
また、「リユース掲示板」を使い、参加者が各家庭で
不用になった物を持ち寄って譲り合い、有効活用し
ます。    

講師：三木美奈子さん（エコプラザ西東京協力員） 
    「エコダンスを踊りましょう！」スタッフ        
協力：エコプラザ西東京協力員 事業企画チーム 
    ダンスサークル K'sPOWER（ケイズ・パワー）    
持ち物：飲み物                         
服装：動きやすい服装 

10 月 15 日（土）13：30～15：30 

リサイクルアートスペース 

「にょきにょきワークショップ
～レッジョ教育 in西東京～」2011

第３回 

『ボクの色、わたしの色』 

ﾌﾟﾗｻﾞ棟１ 
講座室 1,2 

対象：４才～小学３年生の 
お子様とその保護者 

定員：15 名 
（除保護者、先着順） 

 
10月４日（火曜日） 
午前９時から受付開始 

リサイクル素材などを使いながら色を表現します。 

子どもたちの五感をフルに使った楽しむアートです。 
講師：レッジョ教育を広める会＠キオッチョラ＠ 
   （エコプラザ西東京登録団体） 
持ち物：飲み物、汚れても良い服装 

 

10 月 19 日（水）10:30～13:00 

第３回 エコプラザの 

エコ・クッキング！ 

 

ﾌﾟﾗｻﾞ棟 2 
多目的ｽﾍﾟｰｽ 

定員：15 名（先着順） 
対象：中学生以上の方 
(市内在住、在勤、在学の方） 
 
10月４日（火曜日） 
午前９時から受付開始 

素材を使い切るだけではなく、料理に必要な水やエネ
ルギーを最小限に抑えたエコ・クッキングのノウハウ
を実践で学びます。 
メニュー：eco オムライス、ツナとキャベツのホットサラダ、

いちごみるく寒天 
講師：西東京市エコ・クッキングナビゲーター 
持ち物：エプロン、三角巾、ハンドタオル、飲み物 

【講座の申込み方法】 

特に記載がないものについては、電話・FAX・Eメールにて、講座名・名前（ふりがな）・住所・電話番号・年齢を添えてお申込みください。
※ 受付開始日、受付終了日、受付先など異なるものがありますので、十分にご注意ください。 
※ すでに募集を締め切っていたり、日程や内容が若干変更となったりする可能性もありますのでご了承ください。 

問合せ及び申し込み先 TEL 042-421-8585  FAX 042-421-8586 E ﾒｰﾙ ecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp 

西東京市のホームページhttp://www.city.nishitokyo.lg.jp/ 
（トップページ⇒くらし⇒環境⇒エコプラザ西東京）でも詳細情報を掲載しています。 
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エコプラザ西東京への交通 

●西武池袋線保谷駅から      ●西武新宿線田無駅から 
バス吉祥寺駅・三鷹駅・田無駅行  バス保谷駅・天神山行 荒井竹下車 
保谷庁舎下車          ●西武新宿線西武柳沢駅（柳沢駅通り 

●西武池袋線保谷駅から       バス停）からバス保谷駅・天神山行 
はなバス第 2ルート 保谷庁舎下車  荒井竹下車 

●西武池袋線ひばりヶ丘駅から   ●西武新宿線東伏見駅から 
はなバス第 5ルート 保谷庁舎下車  はなバス第 2ルート 保谷庁舎下車 
                   
     

 


