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講座名・日時・場所 
対象・定員 

受付開始日 
内容・持ち物・講師など 

「環境絵本の読み聞かせ」 

～読み聞かせのプロから学ぶ～ 

11 月７日(土) 

午後 2 時～３時 30 分 

エコプラザ西東京 

プラザ棟２ 多目的スペース 

５歳児～小学校２年

生(市内在住)とその

保護者<12 組> 

 

【内容】 

１部：子供たちを対象にした環境に関わる絵本

の読み聞かせを行います。 

２部：保護者を対象にした読み聞かせのワーク

ショップを行います。 

【講師】野村須磨子先生(女優・声優) 

「着物時でテディベアを作ろ

う！」 

11 月 14 日(土)・21 日(土)・

28 日(土) 

午前 10 時 30 分～午後３時 

エコプラザ西東京 

プラザ棟２ 多目的スペース 

市内在住・在勤・在

学の 18 歳以上で、

３日間とも参加でき

る方<12 名> 

 

【内容】たんすの中にねむったままの着物や反

物はありませんか？大切にしていた着物をぬ

いぐるみのテディベアにリメイクしましょ

う。 

【持ち物】着なくなった着物または反物を２メ

ートル（着物地は、細かい柄のものが適して

いる）化繊綿（300 グラム以上）、接着芯（薄

地）、厚地の工作用方眼用紙（30 センチ×40

センチ）、はさみ、のり（でんぷんのり）目の

ボタン（直径 1.2 センチのもの２個、色は黒

か茶系のもの）、鼻は（共布で作成）、胴体に

腕と足を付けるボタン（直径 1.2～1.5 セン

チのもの４個、色は布地に合う色合いのも

の）、首に付けるリボン（共布で作成または市

販のものでも可）、裁縫道具一式、ぬいぐるみ

用針（約 20 センチ位の長さ）、昼食。 

【講師】リユース“和”の会（エコプラザ西東

京登録団体） 

「和綴じ本を作ろう」 

11 月 15 日(日) 

午前 10 時～午後 12 時 30 分 

エコプラザ西東京 

プラザ棟２ 多目的スペース 

市内在住・在勤・在

学の 18 歳以上 

<20 名> 

 

 

【内容】不用になった包装紙と半紙で和綴じ本

を作ります。 

【持ち物】不用になった包装紙(表紙用・ Ｂ４サ
イズ<257×364 ㎜>・和紙系の包装紙が適)※
適当な包装紙がない場合はエコプラザで準備し
ます。筆記用具、飲み物 

【講師】小林千礼先生(元都立高校講師) 

  

発行 エコプラザ西東京 

〒202-0011 

東京都西東京市泉町 3 丁目 12 番 35 号 
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 FAX 042-421-8586 
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受付開始：10/20(火) 
午前 11 時～午後２時 

 

 

受付開始：10/17(土) 
午前 11 時～ 

 

 

受付開始：10/17(土) 
午前 9 時～ 

 

 



 

家庭でできる！ 

「省エネ対策セミナー」 

11 月 29 日(日) 

午後 1 時 30 分～午後２時 30

分 

エコプラザ西東京 

プラザ棟２ 多目的スペース 

市内在住・在勤・在

学の 18 歳以上の方 

<20 名> 

 

【内容】地球温暖化のしくみや、電気・ガスの

使用量のお知らせの見方、一度やるとずっと

省エネになる家電製品の省エネ設定、機器の

上手な使い方、LED に関する情報提供、機器

の買い替えによる省エネ効果など。 

【持ち物】筆記用具 

【講師】秋山 香織氏（クール・ネット東京 エ

コアドバイザー） 

 

「鍋帽子を作ろう」 

12 月 5 日(土) 

午前９時 30 分～午後 12 時 30

分 

エコプラザ西東京 

プラザ棟２ 多目的スペース 

市内在住・在勤・在

学の 18 歳以上の方 

<10 名> 

 

【内容】参加者各自が持ち寄った布で、短時間

加熱した鍋にかぶせる保温料理グッズの鍋帽

子を作成します。 

【持ち物】木綿のはぎれ（50cm×35cm の大

きさのものを８枚、40cm×40cm の大きさ

のものを２枚）、刺繍糸一束（できれば布に合

う色のもの）、裁ちばさみ、糸きりばさみ、縫

い針、まち針 10 本、筆記用具、飲み物 

【講師】東京第一友の会南沢方面（エコプラザ

西東京登録団体） 

エシカル消費講座「エシカルコン

シューマー」になろう！ 

12 月 12 日（土） 

午後１時～3 時 

エコプラザ西東京 

プラザ棟２ 多目的スペース 

市内在住・在勤・在

学の 18 歳以上 

<15 名> 

 

【内容】エシカル消費とは、社会・環境・人権

に配慮した商品やサービスを選択すること。

講座でエシカル消費は、だれでも簡単に実践

できることを学びます。 

【持ち物】筆記用具 

【講師】坂根裕子（消費生活アドバイザー） 

「親子でキャンドルを作りましょ

う」 

～すてる油で輝けクリスマス～ 

12 月 20 日（日） 

午前 10 時～正午 

エコプラザ西東京 

プラザ棟２ 多目的スペース 

市在住・在学の小中

学生と保護者 

<10 組 20 人（申

込み順、保護者は祖

父母・高校生以上の

兄姉可）> 

 

【内容】廃食油でろうそくを作り資源の再利用

を楽しく学びましょう。 

【持ち物】廃食油 100～200cc（なくても可）、

広口ガラス空容器（100cc 前後 2 個）、持ち

帰り用袋、筆記用具 

【講師】西東京 菜の花エコ・プロジェクト（エ

コプラザ西東京登録団体） 

【講座・イベントの申込み方法】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・FAX 番号・年齢(学年)を添えてエコプラザ西東京までお申込みください。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。 
エコプラザ西東京  TEL 042-421-8585（午前９時～午後５時）  
問合せ・申込み先  FAX 042-421-8586  E ﾒｰﾙ ecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp（24 時間） 
西東京市のホームページにも講座情報は順次掲載します http://www.city.nishitokyo.lg.jp/ 

 

  

 

 

  

〈エコプラザ西東京への交通 
 

●西武池袋線保谷駅南口から 
バス吉祥寺駅（柳沢駅通り経
由）・三鷹駅・田無駅行 保谷
庁舎下車 

 
●西武池袋線ひばりヶ丘駅から 
はなバス第２ルート 保谷庁
舎下車  

 
 

●西武新宿線田無駅からバス保谷駅
南口・天神山行 荒井竹下車 

●西武新宿線西武柳沢駅（柳沢駅通
りバス停）から保谷駅南口・天神
山行 荒井竹下車 

●西武新宿線東伏見駅北口からはな
バス第２ルート 保谷庁舎下車 

  

 

 

 

受付開始：11/７(土) 
午前 9 時～ 

 

 

受付開始：11/８(日) 
午前 9 時～ 

 

 

受付開始：11/17(火) 
午前 11 時～ 

 

 

受付開始：12/５(土) 
午前９時～ 
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