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URL http://www.ecosuginet.jp/
発行元：ＮＰＯ法人すぎなみ環境ネットワーク

Ｔｅｌ：03-5941-8701・Ｆａｘ：3331-5212
〒168-0072

営業時間：午前9時～午後5時（休館日：水曜日・年末年始）

杉並区高井戸東3-7-4 杉並区立環境活動推進センター4階

環 境 活 動 推 進 セ ン タ ー Ｔｅｌ：5336-7352

午前9時～午後5時（休館日：水曜日・年末年始）

リ サ イ ク ル ひ ろ ば 高 井 戸 Ｔｅｌ：3331-4360

1階 午前9時～午後5時・ 2階 エコマーケット 午前10時～午後4時（休館日：水曜日・年末年始）

＊石けん作り体験＊
廃油を使って石けん作り体験をしてみませんか。
驚くほどによく落ちる石けんができます。
日 時：２月１日(金) １０：３０～１２：００
定 員：１０名
費 用：無料
申込み：電話にて（申込順）

2月1日現在募集中の講座・講演会・観察会・
見学会を掲載しています。
(対象：区内在住・在勤・在学の方）
＜東京防災学習セミナー＞
＊頻発する自然災害への備え！＊

その他：エプロン、マスク、軍手持参

申込先

東京都が都内の全世帯に配布している「東京防災」を
使って、地震や近年多発している風水害に対する備えと
発生時の対処法など、都の防災対策を学びます。
日 時：２月２日(土) １４：００～１５：３０
定 員：３０名
費 用：無料
申込み：電話にて（申込順）
講 師：いのちを守る＠プロジェクトJAPAN代表理事
高貝 正芳（たかがい まさよし）氏
その他：２歳～就学前の託児あり
（事前申込制。定員あり。保険料１００円）

＜NPO法人すぎなみ環境ネットワーク＞

電
話 : ５９４１－８７０１
開館時間：午前９時～午後５時（水曜日・年末年始を除く）
開催場所：環境活動推進センター ３階 講座室

＜早春の野鳥観察会＞ (小雨実施）
＊すぎなみの野鳥のオアシスを散策しよう＊
春の兆しを感じる頃、渡りの準備を進める野鳥たちの
生態を観察します。
日 時：２月９日(土) １０：００～１２：００
場 所：都立善福寺公園
＜集合場所＞都立善福寺公園
上の池ボート乗り場前
定 員：４０名（小学生以上、小学生は保護者同伴）
費 用：１００円（保険料）
申込み：電話にて（申込順）
講 師：野鳥図鑑画家
谷口 高司（たにぐち たかし）氏
（公財）日本野鳥の会元理事
西村 眞一（にしむら しんいち）氏
その他：荒天等により実施見合わせの場合は、
２月１０日（日）に順延

＊おもちゃのクリニック＊
故障したおもちゃを、おもちゃドクターが修理します。
日 時：２月１７日(日) １３：００～１６：００
（受付は１５：００まで）
定 員：１０名
費 用：無料（ただし、部品代は実費）
※一人１点まで
申込み：電話にて（申込順）

＊六角形のモチーフのアクリルたわし作り＊
アクリル毛糸を利用して、たわし作りをします。
日 時：２月２２日(金) １０：３０～１２：３０
定 員：１０名
費 用：１個 １００円
申込み：電話にて（申込順）

＊布ぞうり作り＊
一日で一足のぞうりを作ります。
日 時：３月４日(月) １０：３０～１５：３０
定 員：１０名
費 用：１０００円
申込み：往復はがきにて（2/14必着・抽選）

※開催場所の記載がないイベントは、
「環境活動推進センター」で行います。
※申込みは３ページの
★お申込みのルール★を参照ください。

その他：昼食持参

※
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＊石けん作り体験＊
廃油を使って石けん作り体験をしてみませんか。
驚くほどによく落ちる石けんができます。

２月15日現在募集中の講座・講演会・観察会・
見学会を掲載しています。
(対象：区内在住・在勤・在学の方）

日 時：３月１日(金) １０：３０～１２：００
定 員：１０名
費 用：無料
申込み：電話にて（申込順）

＊大田市場・東京港野鳥公園エコツアー＊

その他：エプロン、マスク、軍手持参

(小雨実施）
東京港南部の大井ふ頭埋立地にある、青果・花きでは
日本最大の大田卸売市場と東京有数の野鳥の集まる
東京港野鳥公園を訪れ、その周囲にある羽田空港・
流通港湾施設・運河・新幹線車両基地などを遠く近くに
見ながら、東京の都市機能と環境の変化を知ります。

申込先

＜NPO法人すぎなみ環境ネットワーク＞

電
話 : ５９４１－８７０１
開館時間：午前９時～午後５時（水曜日・年末年始を除く）
開催場所：環境活動推進センター ３階 講座室

日 時：３月１２日(火) １０：００～１５：００
場 所：東京都中央卸売市場大田市場
東京都立東京港野鳥公園
京浜運河 など
＜集合場所＞
東京モノレール流通センター駅改札口前
＜解散場所＞
東京モノレール流通センター駅
定 員：２０名
費 用：４００円（入園料、保険料他）
※６５歳以上は２５０円
申込み：往復はがきにて（2/28必着・抽選）
講 師：みどりと文化の会
淀川 正進（よどがわ まさよし）氏
その他：全行程７kmほど歩ける方
歩きやすい服装と靴、雨、防寒対策
昼食は大田市場で各自

＊知っておきたい
震災救援所について学ぼう＊
震災救援所はどんなところかを視聴し、いくつか
備蓄品の例を見て体験します。
日 時：３月１６日(土) １３：３０～１５：３０
定 員：１６名
費 用：無料
申込み：電話にて（申込順）

＊すぎなみの昆虫はどう頑張っているか＊
杉並区自然環境調査の結果、区内でも意外に多くの
種類の昆虫の生息が確認されました。
街の環境や気候変動などに対して、昆虫たちが頑張って
生きている姿を写真を交えて紹介します。
昆虫が次の世代に命をつなげられることのできる
やさしい環境を、皆さんとともに考えていきます。
日 時：３月１７日(日) １０：００～１２：００
定 員：３０名（小学生以上、小学生は保護者同伴）
費 用：無料
申込み：電話にて（申込順）
講 師：杉並区自然環境調査調査員
宮内 隆夫（みやうち たかお）氏
その他：２歳～就学前の託児あり
（事前申込制。定員あり。保険料１００円）

＊杉並区内の夏みかんで
マーマレードを作ろう＊
食べることが少なくなった庭になっている夏みかんを
無駄にしてしまうのはもったいない。
驚きの美味しさを実感してもらいます。
日 時：３月１８日(月) １３：００～１５：００
場 所：荻窪地域区民センター料理室
定 員：２０名
費 用：８００円（持ち帰り用ビン代を含む）
申込み：往復はがきにて（2/28必着・抽選）
講 師：もったいない倶楽部代表
太田 信司（おおた しんじ）氏

★お申込みのルール★を参照ください。
※開催場所の記載がないイベントは、
「環境活動推進センター」で行います。
※申込みは３ページの
(75歳以上 １ポイント）
★お申込みのルール★を参照ください。
※
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会員制度
すぎなみ環境ネットワークでは、当法人の活動にご賛同
いただける会員を広く募集中です。
あなたの環境への関心やアイデアが、新しい事業を創出
します。環境に配慮する一歩、あなたのできることから
一緒に活動をはじめてみませんか？

会員の特典

入会方法

「すぎなみ環境ネットワークだより」、講座・講演会
など催事のご案内を毎月お送りします。

★申込先★
＜環境活動推進センター＞
電
話 ：５３３６－７３５２
開館時間 ：午前９時～午後５時
（水曜日・年末年始を除く）
★開催場所★
＜環境活動推進センター３階
講座室＞

＜正会員＞
個人・・・・・・
年額 ２，０００円
（総会で議決権があります）
団体・・・・・・
年額 ５，０００円
（総会で団体として１票の議決権があります）
＜協働会員＞・・
年額 １，０００円
(一緒に活動の輪に加わりたい方)
＜賛助会員＞・・
年額１０，０００円
(趣旨に賛同し、資金面で活動を支えてくださる方）

当法人事務局で受付けしています。
ホームページからもお申込みいただけます。
URL http://www.ecosuginet.jp/

★お申込みのルール★
＜電話の場合＞
「広報すぎなみ」に掲載された日の午前９時から
先着順で受付けます。
必ず、参加者ご本人様が申込みください。
＜往復はがきの場合＞
締切日必着で受付けますので、環境活動推進センター
（高井戸東３－７－４）までご郵送ください。
※定員に満たないイベントは中止する場合があります。
※キャンセルされる場合は、必ず、環境活動推進センター
までご連絡ください。

＜往復はがきの記入方法＞
おひとり様につき１枚
★イベント名、開催日
・住所
・氏名
・年齢
・連絡先（電話番号）

☆☆☆『不用品情報コーナー』をご利用ください！☆☆☆
◎不用品情報コーナーとは◎
リサイクルひろば高井戸で扱っていない電化製品・健康器具・ベビー
用品・介護用品・自転車などを、譲りたい方・譲って欲しい方に
ｗｅｂ上で情報紹介するシステムです。このシステムは杉並区民の
皆様の物品リユースを促進するためのものです。

「譲ります」ご利用の際は…
☆リユース促進が目的ですので、譲渡金額は
購入価格の1割程度でお願いします。
☆電化製品は製造後7年以内のものに限ります。
☆自転車を譲る際は譲渡証明書をお渡しください。
☆写真掲載も可能です。

当法人ホームページhttp:///.www.ecosuginet.jp/に
登録してください。
☆条件
：杉並区内在住・在勤・在学の方
☆登録件数 ：１回につき3点まで
☆掲載期間 : ２ヶ月（１回のみ延長可）

「譲ってください」ご利用の際は…
☆物品の運搬は、譲り受け側の責任で行ってください。

◎ご利用の流れ◎
①利用登録 － ＩＤ・パスワードを取得してください。
②登録・申込 － 譲りたいものや、譲って欲しいものがありましたら｢譲ります｣｢譲ってください｣コーナーに登録してください。
③紹介中
－ 条件が合致した方が見つかれば「紹介中」と表示されます。
登録されたメールアドレスへ双方の連絡先を送信します。
メールを受信したら相手方に連絡し、物品を再確認のうえ、価格や受渡し方法などについて交渉してください。
④報告(終了) － 交渉の結果、「成立」か「不成立」かをリサイクルひろば高井戸まで連絡願います。
☆ホームページ掲載の「ご利用の約束事」「システム利用手順」を確認のうえ、ご利用ください。
ご不明な点がありましたらリサイクルひろば高井戸 Ｔｅｌ；3331-4360までお問い合わせください。
また、パソコン等お持ちでない方は、当方で代行登録することも可能ですのでご相談ください。
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平成３１年２月・３月開催予定のイベントスケジュール（対象：区内在住・在勤・在学の方）
イベント名

場所（会場）

①石けん作り体験

平成３１年１月２１日現在

開催日

時間

定員

費用

申込方法

申込開始日

申込締切日

環境活動推進センター

1日(金)

10:30～12:00

10名

無料

電話(申込順)

1/15(火)

定員になり次第

環境活動推進センター

２日(土)

14:00～15:30

30名

無料

電話(申込順)

12/15(土)

定員になり次第

環境活動推進センター

5日(火)

10:30～12:30

10名

600円

電話(申込順)

1/15(火)

受付終了

13:30～15:30

10名

1500円

往復はがき
(抽選)

12/15(土)

受付終了

9日(土)

10:00～12:00

40名

100円

電話(申込順)

1/15(火)

定員になり次第

部品代のみ

電話(申込順)

2/1(金)

定員になり次第

電話(申込順)

2/1(金)

定員になり次第

②＜東京防災学習セミナー＞
頻発する自然災害への備え！

③帯地と和布でポーチ作り

２月

④手縫いで帽子作り

環境活動推進センター

（春のクロッシュ） 計２回

9日(土)
16日(土)

⑤＜早春の野鳥観察会＞（小雨実施）
都立善福寺公園

すぎなみの野鳥のオアシスを散策しよう

⑥おもちゃのクリニック

環境活動推進センター

17日(日)

13:00～16:00

10名

⑦六角形のモチーフのアクリルたわし作り

環境活動推進センター

22日(金)

10:30～12:30

10名

１個
100円

①石けん作り体験

環境活動推進センター

1日(金)

10:30～12:00

10名

無料

電話(申込順)

2/15(金)

定員になり次第

②布ぞうり作り

環境活動推進センター

4日(月)

10:30～15:30

10名

1000円

往復はがき
(抽選)

2/1(金)

2/14必着

大田市場
東京都立東京港
野鳥公園
京浜運河 など

12日(火)

10:00～15:00

20名

（65歳以上は
250円）

往復はがき
（抽選）

2/15(金)

2/28必着

環境活動推進センター

16日(土)

13:30～15:30

16名

無料

電話(申込順)

2/15(金)

定員になり次第

⑤すぎなみの昆虫はどう頑張っているか

環境活動推進センター

17日(日)

10:00～12:00

30名

無料

電話(申込順)

2/15(金)

定員になり次第

⑥おもちゃのクリニック

環境活動推進センター

17日(日)

13:00～16:00

10名

部品代のみ

電話(申込順)

3/1(金)

定員になり次第

⑦杉並区内の夏みかんでマーマレードを作ろう

荻窪地域区民センター
料理室

18日(月)

13:00～15:00

20名

800円

往復はがき
(抽選)

2/15(金)

2/28必着

⑧フリーマーケット in 高井戸

環境活動推進センター

24日(日)

10:00～12:00

16区画

無料

往復はがき
(抽選)

3/1(金)

3/15必着

⑨パッチワークのワンハンドル小物入れ作り

環境活動推進センター

25日(月)

10:30～15:30

10名

500円

電話(申込順)

3/1(金)

定員になり次第

⑩身近な森の見方 植物の宝庫「蓮華寺」

蓮華寺～
ウェルファーム杉並

31日(日)

10:00～12:00

20名

100円

電話(申込順)

3/1(金)

定員になり次第

東京都中央卸売市場

③大田市場・東京港野鳥公園エコツアー
（小雨実施）

400円

④知っておきたい
震災救援所について学ぼう

３月

各イベントの詳細は、
パソコン・スマートフォン・タブレット端末から「すぎなみ環境ネットワーク」を検索いただき、

「講座・講演会・観察会・見学会」サイトでご確認ください。
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