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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）

持続可能な環境都市の実現に向け
行動の幅を拡げ仲間の輪を
さらに発展させる年に！
あけましておめでとうございます。
皆さまには、健やかに新年をお迎えになられたこととお慶び申し上げます。
平成 15 年に設立した当法人も 15 年の歳月を重ね、現在は「第 3 次中期計画」に
基づき、家具や衣類のリユース事業、集団回収の推進、小中学校等への環境学習支援、
里山や公園のみどりの保全活動など様々な事業に取り組み、多くの方々のご参加により、
着実に成果を積み上げています。
この間、4 月にはホームページのリニューアルが無事に終了し、スマートフォンや
タブレットへの対応を含め、情報通信技術の進化や普及に見合った情報発信体制の強化
に努めてきました。また、2 回目となった環境イベント「すぎなみエコ路地フェスタ」
では、杉並清掃工場（環境フェア）や高井戸地域区民センター（センターまつり）との
連携が一層深まり、多くの区民の方々にご来場いただきました。とりわけ杉並清掃工場
の協力により見学者説明室を利用した「かんきょう講演会」を３回実施し、地域特性を
生かした展開を確実に進めています。
中国による廃プラスチック類の輸入規制など環境問題がグローバルな展開を見せる
中、政府は本年の G20 日本開催に向け、真に地球規模で海洋プラスチックを減少させ
るという観点から、国内対策の加速度化に加え、途上国を巻き込んだ対策・施策を国際
社会に打ち出していく方針だと伝えられています。その際には、当然、地方公共団体、
事業者及び国民に対しても、各主体の自発的な対応が求められてくると思われます。
地球規模での環境問題を見据えつつ、持続可能な環境都市の実現に向けた行程には
様々な課題があります。微力ながらも区民の環境配慮行動の促進につながる取り組みを
進める当法人においても、杉並区や区民の方々、事業者の皆さんと協働して、身近な取
り組みを進めることにより、環境への関心と行動の幅を更に広げ、仲間を増やす活動に
引き続き注力してまいります。
本年も変わらずのご支援・ご協力を宜しくお願い申し上げます。
２０１9 年

元旦
特定非営利活動法人 すぎなみ環境ネットワーク
理事長
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あけましておめでとうございます。
1月４日（金）より通常開館いたします。
今年も皆様のご来館お待ちしております。

１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）

＊はじめての洋服のサイズ直し教室＊

＊北極から見た日本の気象予測＊
近年の冬季北極海は高温となる一方で、日本はとても寒い
冬になることもあります。この不思議な関係のメカニズム
を解説します。

はじめての洋服のサイズ直しをしてみようと思った方を
対象に、サイズ直ししたい一着をお持ちいただき,
第一希望の箇所を指導します。

日 時：１月１２日(土) １４：００～１６：００
定 員：３０名（小学３年生以上）
費 用：無料
申込み：電話にて（申込順）
講 師：国立極地研究所国際北極環境研究センター
准教授 猪上 淳（いのうえ じゅん）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）

日

時：１月１４日(月・祝)
１回目 １３：３０～１４：３０
２回目 １４：３０～１５：３０
定 員：各回５名
費 用：６００円
申込み：電話にて（申込順）

＜環境工作教室＞
＊海岸漂着物で作るハイセンスなペンダント＊

＊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。

海岸啓発活動をしている様子を視聴していただき、
その後、海岸漂着物でペンダントを作ります。

日

時：１月２０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）

日 時：１月２６日(土) １３：３０～１５：３０
定 員：１６名
費 用：１０００円
申込み：電話にて（申込順）

＜東京防災学習セミナー＞
＊頻発する自然災害への備え！＊
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：１月２７日(日) １０：００～１２：００
場 所：環境活動推進センター ３階・４階
募集区画：１６区画
費 用：無料
申込み：往復はがきにて（1/12必着・抽選）
出品物：衣類・子ども用品・アクセサリー・雑貨

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）

※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。

＊手縫いで帽子作り（春のクロッシュ）＊
計２回

※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。

寄付された布等を利用して、手縫いで帽子を作ります。
日

時：２月９日(土)・１６日（土）
１３：３０～１５：３０
定 員：１０名
費 用：１５００円
申込み：往復はがきにて（1/10必着・抽選）

※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：２回共参加できる方
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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。
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）

１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）
＊帯地と和布でポーチ作り＊

その他：エプロン、マスク、軍手持参

帯や着物地を再利用し、マグネットボタンのポーチを
作ります。
日 時：２月５日(火) １０：３０～１２：３０
定 員：１０名
費 用：６００円
申込み：電話にて（申込順）

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

その他：裁縫道具一式持参

＜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
講 師：野鳥図鑑画家
場 所：都立善福寺公園
谷口 高司（たにぐち たかし）氏
＜集合場所＞都立善福寺公園上の池ボート乗り場前
（公財）日本野鳥の会元理事
定 員：４０名（小学生以上、小学生は保護者同伴）
西村 眞一（にしむら しんいち）氏
費 用：１００円（保険料）
その他：荒天等により実施見合わせの場合は、
申込み：電話にて（申込順）
２月１０日（日）に順延

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
「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。

＜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)

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/

★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＞

★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。
年始は4日からの受付になります。
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。
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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）
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までご連絡ください。

2019年1月・２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）

平成30年12月17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

12日(土)

14:00～16:00

30名

無料

電話(申込順)

12/1(土)

定員になり次第

1回目 13:30～14:30

各回

環境活動推進センター

14日(月・祝）

600円

電話(申込順)

12/15(土)

定員になり次第

2回目 14:30～15:30

5名

『かんきょう講演会』
①北極から見た日本の気象予測

②はじめての洋服のサイズ直し教室

③布ぞうり作り

環境活動推進センター

18日(金)

10:30～15:30

10名

1000円

往復はがき
(抽選)

12/15(土)

受付終了

④おもちゃのクリニック

環境活動推進センター

20日(日)

13:00～16:00

10名

部品代のみ

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

26日(土)

13:30～15:30

16名

1000円

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

27日(日)

16区画

無料

往復はがき
(抽選)

12/15(土)

1/12必着

１月

⑤＜環境工作教室＞
海岸漂着物で作る
ハイセンスなペンダント

３階・４階

⑥フリーマーケット in

高井戸

10:00～12:00

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)

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)

定員になり次第

13:30～15:30

10名

1500円

往復はがき
(抽選)

12/15(土)

1/10必着

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

9日(土)
環境活動推進センター

16日(土)

（春のクロッシュ） 計２回
⑤＜早春の野鳥観察会＞（小雨実施）
都立善福寺公園

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

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)

2/1(金)

定員になり次第

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

電話(申込順)

2/1(金)

定員になり次第

すぎなみの野鳥のオアシスを散策しよう

１個
100円

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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