
２０１９年度　学びのポイントラリー　台東区プログラム

　　団体名：台東リサイクルネットワーク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：善財裕美

　　問い合わせ先、連絡先：　03-3866-8185　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

No. プログラム名 実施内容 実施日時 実施場所 対象 ポイント
その他
参加費など

9002
ボランティアフェスティバルで
ディッシュリターンのお手伝い

イベントの模擬店からの使い捨て容器を
削減する取組のお手伝い

４月27日（土）
10：00～15：00

千束公園・小学校校庭 小学校４年生以上 市民３ 無料

9002
ふれあい館まつりでディッシュリ
ターンのお手伝い

イベントの模擬店からの使い捨て容器を
削減する取組のお手伝い

６月22日（土）
23日（日）
10：00～15：00

環境ふれあい館ひまわり 小学校４年生以上 市民３ 無料

9002 夏休み出前エコ講座 パッチワークをやってみよう
7月27日（土）
14：00～16：00

金杉区民館 小学校３年生以上 市民２ 無料

9002 夏休みエコ講座 さき布織りに挑戦
7月30日（水）
7月31日（木）
14：00～16：00

環境ふれあい館ひまわり
リサイクル活動室

小学校３年生以上 市民２ 無料

9002 夏休み出前エコ講座 アクリル毛糸でたわしづくり
7月29日（月）
14：00～16：00

馬道区民館 小学校３年生以上 市民２ 無料

9002 夏休み出前エコ講座 パッチワークをやってみよう
8月24日（土）
14：00～16：00

清川区民館 小学校３年生以上 市民２ 無料

9002 夏休みエコ講座 パッチワークをやってみよう
8月29日（木）
10：00～12：00

環境ふれあい館ひまわり
リサイクル活動室

小学校３年生以上 市民２ 無料

9002 夏休みエコ講座 さき布織りに挑戦
8月29日（木）
8月30日（金）
14：00～16：00

環境ふれあい館ひまわり
リサイクル活動室

小学校３年生以上 市民２ 無料

9002 夏休みエコ講座 アクリル毛糸でたわしづくり
8月30日（金）
10：00～12：00

環境ふれあい館ひまわり
リサイクル活動室

小学校３年生以上 市民２ 無料

9002
下町っ子祭りでディッシュリター
ンのお手伝い

イベントの模擬店からの使い捨て容器を
削減する取組のお手伝い

9月8日（日）
10：00～15：00

上野公園 小学校４年生以上 市民３ 無料



9002
環境フェスタたいとう2019で
ディッシュリターンのお手伝い

イベントの模擬店からの使い捨て容器を
削減する取組のお手伝い

11月16日（土）
11月17日（日）
10：00～15：00

台東区生涯学習センター 小学校４年生以上 市民３ 無料

9002 春のエコ講座 パッチワークをやってみよう
3月25日（水）
14：00～16：00

環境ふれあい館ひまわり
リサイクル活動室

小学校３年生以上 市民２ 無料

9002 春のエコ講座
指編みで簡単！
アクリル毛糸でたわしづくり

3月29日（日）
14：00～16：00

環境ふれあい館ひまわり
リサイクル活動室

小学校３年生以上 市民２ 無料

9002 春のエコ講座 さき布織りに挑戦
3月31日（火）
10：00～12：00

環境ふれあい館ひまわり
リサイクル活動室

小学校４年生以上 市民２ 無料

　　団体名：台東リサイクルネットワーク・わんぱくエコフレンズ

　　問い合わせ先、連絡先：　03-3866-8185　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

No. プログラム名 実施内容 実施日時 実施場所 対象 ポイント
その他
参加費など

9003
上野公園でセミの羽化とコウモ
リの観察

都会の真ん中にも自然があることを知る
7月31日（水）
18：00〜20：30

上野公園 小・中学生 文ス2 参加費500円

9003 雑木林の自然・保全体験
里山の自然を体験し、森林の保全に興味
を持つ

10月14日（月）
8：00〜17：00

八王子東京都緑地保全地域 小・中学生 市民3 交通費

9003 カルガモ農法のお米で餅つき
農薬や化学肥料を使わずに育てたお米
で餅つきをして食べる

12月22日（日）
10：00〜12：00

環境ふれあい館ひまわり 小・中学生 文ス1 参加費500円

9003 雑木林で間伐など林業体験
雑木林の管理の手伝いを通し、森林の維
持管理を理解する

1月12日（日）
10：00〜15：00

八王子東京都緑地保全地域 小・中学生 職業3 参加費1500円

9003 雑木林で間伐など林業体験
雑木林の管理の手伝いを通し、森林の維
持管理を理解する

２月９日（日）
10：00〜15：00

八王子東京都緑地保全地域 小・中学生 職業3 参加費1500円



　　団体名：東京青年会議所台東区委員会

　　問い合わせ先、連絡先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

No. プログラム名 実施内容 実施日時 実施場所 対象 ポイント
その他
参加費など

9004 わんぱく相撲・台東区大会 相撲大会の地区予選
４月28日（日）
9：30〜12：00

台東区立リバーサイドスポー
ツセンター

小学生 文ス２ 無料

　　団体名：環境ふれあい館ひまわり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：佐々木

　　問い合わせ先、連絡先：　03-3866-8098　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

No. プログラム名 実施内容 実施日時 実施場所 対象 ポイント
その他
参加費など

9005 第20期こども環境委員会
「地球環境に関する理解と友だちと仲良く
なろう！」

6月2日（日）
14：00～16：30

環境ふれあい館ひまわり 小学4・5・6年生 市民2 無料

9005 第20期こども環境委員会
環境ふれあい館で挑戦！廃油石けん作
り

7月21日（日）
14：00～16：30

環境ふれあい館ひまわり 小学4・5・6年生 教科2 無料

9005 第20期こども環境委員会
リサイくるくる探検隊（資源のゆくえを追っ
てみよう）

8月3日（土）
9：30～15：00

台東区・墨田区資源物中間
処理施設

小学4・5・6年生 職業3 ﾊﾞｽ代500円

9005 第20期こども環境委員会
まちなみウォッチング
わたしたちのまちのエコ調査

8月17日（土）
9：30～15：00

台東区内
環境ふれあい館ひまわり

小学4・5・6年生 市民3 無料

9005 第20期こども環境委員会
20周年特別プログラム
荒川でプラスチックバスターズ

8月22日（木）
9：30～15：00

台東区内
環境ふれあい館ひまわり

小学4・5・6年生 市民3 ﾊﾞｽ代500円

9005 第20期こども環境委員会
グリーンコンシューマーになろう（環境を
考えた買物をしましょう）

9月15日（日）
9：30～12：00

ROX西友・食品館 小学4・5・6年生 市民2 無料

9005 第20期こども環境委員会 作って食べよう！エコクッキング
10月20日（日）
9：30～12：00

台東区社会教育ｾﾝﾀｰ 小学4・5・6年生 市民2 無料



9005 第20期こども環境委員会
環境フェスタに出陣！環境行動探検ツ
アーと手作り石けん配布

11月17日（日）
9：30～12：00

台東区生涯学習ｾﾝﾀｰ 小学4・5・6年生 市民2 無料

9005 第20期こども環境委員会 雑木林で木こり体験（八王子自然体験）
12月8日（日）
8：30～17：00

八王子東京都緑地保全地域 小学4・5・6年生 職業3 ﾊﾞｽ代500円

9005 第20期こども環境委員会
春を待つ鳥たちを見にいこう！（自然観察
とバードコール作り）

1月26日（日）
9：30～12：00

上野公園不忍池周辺 小学4・5・6年生 文ス2 無料

9005 第20期こども環境委員会
終了式「さあ、はじめよう！私たちにでき
ること」

2月16日（日）
14：00～16：30

環境ふれあい館ひまわり 小学4・5・6年生 市民2 無料



環境ふれあい館ひまわり　　環境学習室
担当：関根　良子　　　

問い合わせ先、連絡先：　03-3866-8098

https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kankyo/himawari/

https://mobile.twitter.com/mawarunn

プログラム
No

プログラム名 実施内容 実施日時 実施場所 対象者 ポイント その他
参加費など

9010 スタンプカードの実施
環境に関する理解を深める館内周遊で取得するスタンプをポイントラリー
に換算する。12スタンプを２ポイント

通年／10:00〜17:30 環境ふれあい館ひまわり 小学生 市民生活２ 無料

9011 きっずインタープリター
レベル１〜レベル３まで、段階に応じた環境の学びプログラムを設定。各
レベル終了時にポイントを付与

通年／10:00〜18:00 環境ふれあい館ひまわり 小・中学生 市民生活２ 無料

9012 Ｔシャツでストラップを作ろう★
燃やすごみの中に含まれている資源があることを知り、自分達の手
で変身させるアイディアが思いつくようになる

7月20日（土）
7月21日（日）
14:00〜15:30

環境ふれあい館ひまわり ５才以上の親子 市民生活1 無料

9012 台東区でもできる！虫捕りをしてみよう！
台東区のような都会でも、虫がたくさんいることに気づき、身近な
場所で探してみようと思う。

7月24日（水）
7月25日（木）
10:30〜12:30

環境ふれあい館ひまわり 小学生 市民生活２ 無料

9012 夏休み♪海藻で絵はがき作り体験教室

海から多くの子どもたちの足が遠退いている現状。そこで、カラフ
ルで美しい海藻おしばの楽しい製作体験を通じ、美しく優しい海の
森の大切な役割を知り、海へ目を向けてほしいと願います。地球環
境問題も一緒に考え、自分たちが何をしていけば良いかを共に話し
合っていきます。

7月26日（金）
13:30〜15:00

環境ふれあい館ひまわり 小学生以上 教科学習1 無料

9012 2100年未来の天気予報

2100年の天気はどうなっているのだろう？「未来の天気予報」の気
象キャスター体験を子どもたちに実演してもらうことで理解を深
め、また「未来年表」を作成し地球温暖化の予測や社会の変化を自
分の人生と重ね合わせることで、地球温暖化を自分事として考えて
もらう。

7月28日（日）
14:00〜16:00

環境ふれあい館ひまわり 小学生 教科学習２ 無料

9012 光りかがやくランタンを作ろう！

ガラスびんを、軽くしたり(Reduce），いろいろなものに再生した
り(Recycle)、何回も使ったり(Reuse)している現状を理解して、ガ
ラス瓶の素晴らしさを知ってもらい、光り輝くランタンを工作す
る。

7月30日（火）
13:30〜15:30

環境ふれあい館ひまわり 小学生 市民生活2 無料

9012 親子で体験！エコクッキング

親子で「エコ・クッキング」を体験し、「買い物」「料理」「片付
けをすることで，食べ物を無駄なく使う，エネルギーや水を大切に
使う，ごみを減らすことなどを学びます。環境問題を身近な題材で
体験的に楽しく考え，家族で環境問題を考えます。

8月6日（火）
9:30〜14:30

東京ガス
新宿ショールーム

小学生の親子 市民生活３ 参加費500円

9012
廃材ガラスビーズでつくる
リサイクルガラスアート

ごみで回収された廃材ガラスを再利用することで環境の大切さを学
ぶ。また、ごみもリサイクルすることで宝物になることを体験す
る。

8月8日(木）
13:30〜15:30

環境ふれあい館ひまわり 小学生 市民生活２ 無料

9012
太陽で走る！ソーラーカーを作ってみよ

う！
太陽光発電を中心に自然エネルギーを知り今後の生活に採り入れ
る。

8月9日（金）
8月10日（土）
14:00〜16:00

環境ふれあい館ひまわり 小学3年生以上 教科学習2 参加費800円

9012
にゃんそーじとお掃除グッズを手作りし
よう

洗剤が環境に及ぼす影響を学び、洗剤を使わないでもピカピカにできる
掃除グッズを作る

8月11日（日）
13:30〜15:30

環境ふれあい館ひまわり 小学生 市民生活2 無料

9012 好きなキャラクターの温度計を作ろう！
温暖化の実態を知り、エネルギーの負荷のかからない暮らし方を考
える。暑さ涼しさを温度計で計測し、実態を把握する。塗り絵など
温度計に装飾しながら、身近な省エネのきっかけをつくる。

8月18日（日）
10:30〜12:30

環境ふれあい館ひまわり
3才以上小学校低
学年の親子

教科学習２ 参加費800円

9012
光にすかしてきれい♪海の生きものステン

ドグラス
海の生きものを知り、生きものが暮らす環境を考えるきっかけとな
る。

8月24日（土）
14:00〜15:30

環境ふれあい館ひまわり
4才以上小学2年

生
市民生活１ 参加費500円

9012 環境ふれあい館　まわるんバスツアー
環境学習施設を回るバス見学ツアーとして、環境ふれあい館に来館
してもらい、当館の知名度上昇とともに、自主的な来館につなげ
る。

8月25日（日）
10:00〜16:00

水の科学館
環境ふれあい館ひまわり

小学生の親子 教科学習３ 参加費500円

9012
ゾウのＵＮＫＯで紙を作ろう！
〜ゾウから考える環境問題〜

ゾウの糞から出来る象糞紙の紙すき体験をしながら，絶滅の危機に
あるゾウの現状や野生生物、環境問題について学びます

12月22日（日）
13:30〜16:00

環境ふれあい館ひまわり 小学生以上 教科学習2 無料

9012 卵のカラでチョークをつくろう
ごく身近なところにあるリサイクルについて学び、循環型社会の形
成と私たちの役割について気づきを感じる

12月14日（土）
14:00〜16:00

環境ふれあい館ひまわり 小学生以上 市民生活2 参加費100円

9012 やさしい光に包まれる竹のランプシェード

古来より使われていた竹であるが、近年は放置された竹林により悪
者扱いされることも多い。今回は古来の人が生活に取り入れた竹製
品を制作し、それを実際に家庭で使用してもらうことにより、竹の
持つ道具としての優れた特性を感じてもらうことを目的とする。

1月19日（日）
13:30〜16:00

環境ふれあい館ひまわり 小学生以上 市民生活2 無料

9012 銀粘土でつくる！葉っぱのチャーム
リサイクル素材である「アートクレイシルバー」を使用したチャー
ム制作から限られた資源を有効活用することを学びます。

2月22日（土）
13:30〜15:30

環境ふれあい館ひまわり 小学生以上 市民生活2 無料

9012

9012

9012

9012

自然・まち・生活など「くらし」に関した展示と、子どもから大人まで楽しめるようにインタープリター（解説員）が案内をします。常設のゲームには、エコ
工作、エコたま、のりもの王、めだマン、クイズラリーがあります。各イベントの詳細はＨＰでの検索あるいは直接問い合わせてください。Twitterもあり
ます。


