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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

杉並区高井戸東3-7-4

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：１１月２日(金) １０：３０～１２：００
定 員：１０名
費 用：無料
申込み：電話にて（申込順）

１1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）

その他：エプロン、マスク、軍手持参

＊便利な暮らしの陰で＊

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

・私たちの暮らしとエネルギー
・自然からの警笛
・時には振り返る事も大事
以上の各項目を中心に、生活者として自ら実践する環境
問題を分かりやすく説いていきます。

＊親子で体験

日 時：１１月８日(木) １３：３０～１５：００
（１３：００より受付開始）
場 所：杉並清掃工場 見学者説明室
定 員：８０名
費 用：無料
申込み：電話にて（申込順）
講 師：女優 萩尾みどり（はぎお みどり）氏
その他：講演後、杉並清掃工場見学あり

避難から炊き出しまで＊

「かまどベンチ」や「災害時用トイレ」の設営体験など
防災公園の機能を学びます。
防災のプロからは、家にあると役立つ防災グッズや
ロープの使い方、避難の方法などを教えてもらいます。
日 時：１１月１０日(土) １０：００～１３：００
（雨天中止）
場 所：下高井戸おおぞら公園
＜集合場所＞ 下高井戸おおぞら公園 南側管理棟前
定 員：親子１５組
費 用：小学生以下 １００円（保険料）
その他
３００円（保険料含む）
申込み：電話にて（申込順）
講 師：(一社）日本レスキューボランティアセンター
副理事長 木家 浩司（きや こうじ）氏
その他：我が家の非常食、あれば非常持ち出し袋、
または避難に必要と思う防災グッズを持参

日 時：１１月１８日(日) １０：００～１２：００
場 所：環境活動推進センター ３・４階
募集区画：１６区画
費 用：無料
申込み：往復はがき（11/1必着・抽選）
出品物：衣類・子ども用品・アクセサリー・雑貨
※業者出店不可。車での搬出入、来場は出来ません。
当選の権利は他の方に譲渡出来ません。

＊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：１１月１８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）

＊ふろしきで包んで、結んで、
おしゃれにエコしよう＊
日本の伝統文化、ふろしきの使い方を学ぶ体験講座です。
日 時：１１月２４日(土) １０：００～１２：００
定 員：２０名
費 用：無料
申込み：電話にて（申込順）
講 師：ふろしき文化研究家
善財 裕美（ぜんざい ゆみ）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）

＊木片を使って包丁研ぎを習おう＊
木片を使って、はじめてでも簡単に包丁が研げる方法
を教えます。
日 時：１１月２５日(日) １０：００～１２：００
定 員：１０名
費 用：５００円
申込み：電話にて（申込順）
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＊バスで行く！
古城の面影残す里山を訪ねて＊

＊杉並の鳥と自然
阿佐谷にもトキがいた！？＊

山城の名残ある里山の風景と保全されている松林、雑木林
を観察します。また、紅葉をとおして季節を感じて
もらいます。

阿佐谷にトキがいた話しや、中西悟堂氏が善福寺で
サンコウチョウを調べていた話しなど、かつての杉並の
自然と現在との比較をしながら、自然や社会の過去、
現在、未来を考えます。

日

時：１１月２７日(火) ９：００～１６：３０
（小雨実施）
場 所：勝沼城跡歴史環境保全地域
＜集合・解散場所＞ 環境活動推進センター４階
定 員：３０名
費 用：５００円（保険料等）
申込み：往復はがき（11/12必着・抽選）
講 師：勝沼城跡みどりの会
山室 京子（やまむろ きょうこ）氏 他
その他：歩きやすい服装・靴
（リュックサックが望ましい）
昼食、飲み物、敷物、雨具持参
※イベント企画・運営、旅行主催、利用バス会社に

日

時：１２月３日(月) １３：３０～１５：００
（１３：００より受付開始）
場 所：杉並清掃工場 見学者説明室
定 員：８０名
費 用：無料
申込み：電話にて（申込順）
講 師：（公財）日本野鳥の会 主席研究員
安西 英明（あんざい ひであき）氏
その他：講演後、杉並清掃工場見学あり

関しては、このページ下段の㊟ を参照。

＊すぎなみの息づく緑で草木染
初冬の色を染める＊
すぎなみの身近な植物を使って絹のスカーフを染めます。

※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。

日 時：１２月８日(土) １３：３０～１５：３０
定 員：１２名
費 用：１６００円
申込み： 電話にて（申込順）
講 師： 小枝のフレディ代表
横山 ひろこ（よこやま ひろこ）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）

※申込みは３ページの
★お申込みのルール★を参照ください。
※

(75歳以上
＝長寿応援ポイント：いきがい事業
(75歳以上
１ポイント）
１ポイント）
(75歳以上 １ポイント）

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？

「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。

旅

行

主

利用バス会社

＜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)

会員の特典

㊟ イベント企画・運営：

＜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）

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

NPO法人すぎなみ環境ネットワーク（HP ⇒ http://www.ecosuginet.jp)

催 ： 一般社団法人 日本移動教室協会(国内旅行業務取扱管理者 本道 由貴子 観光庁長官登録旅行業第1209号)
運送に関する問い合わせ 担当 秋山(03-3233-1212)
： 京王電鉄バス株式会社
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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。

１1月１５日募集開始の講座・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：１２月７日(金) １０：３０～１２：００
定 員：１０名
費 用：無料
申込み：電話にて（申込順）
その他：エプロン、マスク、軍手持参

申込先

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

＊頻発する豪雨災害とグリーンインフラ＊
頻発する都市型水害の対策として新しい水管理システム
が注目されています。全国の先進事例に取り組む講師を
招いて、新しい水管理システムの基本的な考え方や要素
技術、それを支えるコミュニティデザインなどを学び
ます。

＊基本は重曹！
人と住まいにやさしいクリーニング＊
重曹の作用・使い方を汚れ落としの実習をしながら
学びます。

日 時：１２月１５日(土) １３：３０～１５：３０
定 員：３０名
費 用：無料
申込み：電話にて（申込順）
講 師：九州大学工学研究院教授
島谷 幸宏（しまたに ゆきひろ）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）

※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。
※

＜NPO法人すぎなみ環境ネットワーク＞

日 時：１２月２２日(土) １０：００～１２：００
定 員：１６名
費 用：無料
申込み：電話にて（申込順）
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）

※申込みはこのページの
★お申込みのルール★を参照ください。

＝長寿応援ポイント：いきがい事業
(75歳以上 １ポイント）

★お申込みのルール★

★申込先★
＜環境活動推進センター＞

＜電話の場合＞

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）

「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。

★開催場所★

＜往復はがきの場合＞

＜環境活動推進センター３階
講座室＞

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。

＜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）

※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。
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11月・12月開催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）

開催日

平成30年10月21日現在

時間

定員

費用

10:30～15:30

10名

1500円

1日(木)
①着物で作務衣作り（計２回）

15日(木)

環境活動推進センター

③『かんきょう講演会』

杉並清掃工場

便利な暮らしの陰で

申込開始日

申込締切日

10/1(月）

受付終了

往復はがき

環境活動推進センター

②石けん作り体験

申込方法

（抽選）

2日(金)

10:30～12:00

10名

無料

電話(申込順)

10/15(月）

定員になり次第

8日(木)

13:30～15:00

80名

無料

電話(申込順)

10/1(月）

定員になり次第

電話(申込順)

10/15(月)

定員になり次第

10/15(月)

受付終了

10/15(月)

11/1必着

見学者説明室
小学生以下

④親子で体験 避難から炊き出しまで
下高井戸おおぞら公園

10日(土)

親子

100円

15組

その他

10:00～13:00

（雨天中止）

300円
往復はがき
⑤布ぞうり作り

環境活動推進センター

11日(日)

10:30～15:30

10名

1000円
（抽選）

１１月
3階・4階
⑥フリーマーケット in

高井戸

環境活動推進センター

18日(日)

往復はがき
16区画

無料

10:00～12:00

⑦おもちゃのクリニック

（抽選）

環境活動推進センター

18日(日)

13:00～16:00

10名

部品代のみ

電話(申込順)

11/1(木)

定員になり次第

環境活動推進センター

24日(土)

10:00～12:00

20名

無料

電話(申込順)

11/1(木)

定員になり次第

⑨木片を使って包丁研ぎを習おう

環境活動推進センター

25日(日)

10:00～12:00

10名

500円

電話(申込順)

11/1(木)

定員になり次第

⑩バスで行く！

勝沼城跡歴史環境
27日(火)

9:00～16:30

30名

500円

11/1(木)

11/12必着

⑧ふろしきで包んで、結んで、
おしゃれにエコしよう

古城の面影残す里山を訪ねて（小雨実施）

①『かんきょう講演会』

往復はがき

保全地域

（抽選）

杉並清掃工場

杉並の鳥と自然 阿佐谷にもトキがいた！？

②石けん作り体験

3日(月)

13:30～15:00

80名

無料

電話(申込順)

11/1(木)

定員になり次第

環境活動推進センター

7日(金)

10:30～12:00

10名

無料

電話(申込順)

11/15(木)

定員になり次第

環境活動推進センター

8日(土)

13:30～15:30

12名

1600円

電話(申込順)

11/1(木)

定員になり次第

13日(木)～

1階(9:00～17:00)
－

－

－

－

－

16日(日)

2階(10:00～16:00)

環境活動推進センター

15日(土)

13:30～15:30

30名

無料

電話(申込順)

11/15(木)

定員になり次第

環境活動推進センター

16日(日)

13:00～16:00

10名

部品代のみ

電話(申込順)

12/1(土)

定員になり次第

環境活動推進センター

22日(土)

10:00～12:00

16名

無料

電話(申込順)

11/15(木)

定員になり次第

見学者説明室

③すぎなみの息づく緑で草木染
初冬の色を染める

１２月
④リサイクルひろば高井戸「冬のフェア」

環境活動推進センター

⑤『かんきょう講演会』
頻発する豪雨災害とグリーンインフラ

⑥おもちゃのクリニック

⑦基本は重曹！
人と住まいにやさしいクリーニング

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。

4

