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えどがわエコセンターホームページ
役立つ情報満載のホームページでは、イベント情報

やエコセンター事業について分かりやすく伝えていま

す。ブログやフェイスブックも開設し、活動の様子な

どをタイムリーにお届けしています。

広報えどがわ
イベントの参加募集を毎号掲載し、エコセンター紹

介や講演会の募集なども行っています。       

エコちゃんねる
季節ごとのエコセンター事業や地域情報を提供し

ています。年に3回発行です。

コミュニティーペーパーなど
“東都よみうり”やコミュニティーペーパーの

“葛西新聞”、フリーペーパーの“アエルデ”などに

もエコセンターのイベント情報を掲載しています。

情報発信
「知りたい」「学びたい」「参加したい」役立つ情報の発信

https://www.facebook.com/edogawa.ecocenter  

http://www.edogawa-ecocenter.jp/
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特定非営利活動法人

足元から地球温暖化を考える市民ネットえどがわ エコ・クッキングを楽しむ会
特定非営利活動法人

荒川クリーンエイド・フォーラム エドエコプラス

イノシシ倶楽部 えどがわエコスタジオ5e-環境探検隊 えどがわエコセンター おもちゃの病院

●代表者　奈良　由貴 ●代表者　倉内　皓子●代表者　佐藤　正兵 ●代表者　荒木　初美

●代表者　大和地　弘一 ●代表者　保坂　哲夫●代表者　平井　公子 ●代表者　荒巻　正信

【活動団体】

活動趣旨　
地球温暖化に伴う気候変動の影響に対して、地域で市

民が主体的にできる活動を行うことにより、持続可能な
地域社会づくりを目指しています。
活動内容　
● 江戸川区環境フェアへの出展
● 学習会やワークショップの企画・開催・講師の派遣
● 環境副読本『ハルナのちから』の作成・頒布
● 再生可能エネルギーによる発電・売電事業「えどがわ
市民発電プロジェクト“えど・そら”」の運営
● 江戸川区「エコタウンえどがわ推進計画」策定委員
● 国や自治体などへの政策提言活動

活動趣旨　
家庭から出るごみ減量、省エネルギーを実践して地球

温暖化防止に寄与することを目的としています。
活動内容　
● 料理教室：「エコ・クッキングナビゲーター」として、
買い物から料理、片づけにいたるまでの一連の流れを
通して、環境に配慮する食生活をすすめています。

● ガーデニング：区内の公園で生ごみ堆肥の活用をして
植物を育てています。生ごみの効用をPRしています。
● ハーブの活用：公園で育成したハーブを使い、お茶、
食材、洗剤を作り、料理教室で活用しています。

活動趣旨　
荒川の本流と支流の河川敷の様々な場所で、様々な人

たちがごみを拾いながら、川のごみや水質、自然回復な
どの問題を考えて、自然を取り戻そうとする活動です。
活動内容　
自治体、企業、学校、市民団体など様々な団体が「実
施団体」として参加者を募り、秋のクリーンエイド月間
を中心に各会場（各地）で主体的にごみ拾いをします。
● 活動範囲は、上流の秩父市から東京湾の葛西海浜公園
のなぎさまで広がり、その数は年間で約100会場とな
り、年間合計1万人以上が参加する活動となっています。

活動趣旨　
一人ひとりが環境に配慮して暮らす日本一のエコタウ

ンを目指します。
活動内容　
えどがわエコセンター多目的ルームを拠点として、廃

材を利用した工作や手芸等の手作り教室を開催
● ペットボトルの再利用▶メリーゴーランド（おもちゃ）、
コマ
● 区内のふとん店からいただく余り布を再利用▶持ち歩
きのための箸包み、マイバッグ

● 身近にあるタオルを用いてエコで防災▶防災頭巾
● 牛乳パックの再利用▶座椅子

活動趣旨　
会員相互の情報交換や自己啓発に努め、習得した知識

を生かし、「人」「仲間」「場」づくりや、環境学習等を
通し環境保全活動を目指しています。
活動内容　
区民が楽しくわかりやすく環境を学べるプログラム開

発や、地球環境保全の普及啓発を行っています。
● 一人ひとりが環境に配慮した暮らしを広める人・仲間・
場づくり（おきがる環境講座）
● 区民の方への環境学習（出前講座）
● 次代を担う子どもたちへの環境学習（放課後学習）
● もったいない運動を広げる活動

活動趣旨　
小学生から大人まで環境に関する知識、技能の基礎学

習を通じて、地球環境を始めとした環境改善に寄与する
ことを目的としています。
活動内容　
● 区民（小中・一般）の環境に対する知識、技能の基礎
教育の支援

● 環境問題に対する情報の提供
＜平成26年度子ども環境教室の内容＞
● 地球温暖化を中心に「自分の為のエコ活用術」「水の
惑星正体」「ごみの正体」「施設見学」を組合せ、全5
回シリーズを2回

● 夏休み特別授業（夏エコプロジェクト）

活動趣旨　
古い衣類を捨てずに活用した「布ぞうりづくり」等を

通し、物を大切にする“もったいない”の心を育み、3R
行動につなげることを目指します。
活動内容　
不用になった古布を使い、「布ぞうりづくり」や「裂
き織」の講習会を開催し、もったいない運動の輪を広げ
ています。
●  布ぞうりづくり講習会は、これまでに2,200名が受講
●  講習会の講師派遣
● ライフスタイルの見直し・昔のものづくりを伝承する
活動

活動趣旨　
「もったいない運動」に共感し、現役時代に培った技

術を生かしておもちゃの修理を行っています。
おもちゃが再生した時の子どもの喜ぶ笑顔が、我々お

もちゃドクターの一番の楽しみです。
活動内容　
原則として、その場でおもちゃを修理します。取り換
え部品に手持ちがなく修理に時間がかかる等の場合は、
持ち帰って修理・返却します。
● タワーホール船堀3階・えどがわエコセンター多目的
ルーム　毎月第二土曜日13：30～ 15：30

市民発電
プロジェクト

荒川での
クリーン作戦 エコ・クッキング 箸包み

おもちゃの病院
診察中おきがる環境講座 布ぞうり作り CO2の実験
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江戸川区生ごみ堆肥化実践クラブ 葛西東渚・鳥類園友の会江戸川ボランティア  おはなしこばこ
一般社団法人

葛西臨海・環境教育フォーラム

江戸川ムジナモ保存会 下平井水辺の楽校江戸ものづくりサロン 中土手に自然を戻す市民の会

●代表者　佐藤　正兵 ●代表者　下野　稔●代表者　山本　国子 ●代表者　福井　昌平

●代表者　中嶋　美南子 ●代表者　中嶋　美南子●代表者　佐藤　正兵 ●代表者　佐藤　正兵

【活動団体】

活動趣旨　
家庭から出る生ごみを減らすための具体的な方法を教

えるため、講習会等を開催し、生ごみ堆肥づくりやでき
た堆肥を使った野菜作りの楽しみを伝えます。
活動内容　
● 生ごみ堆肥づくり講習会
● 区民まつり・環境フェア等への出展
● 講演会：生ごみ堆肥づくりや元気野菜作り
● バス見学会：生ごみリサイクルや有機農業の先進的実
践を行っている団体や農家を訪問
● 生ごみの堆肥化を進めている団体との相互訪問や情報
交換

活動趣旨　
葛西臨海公園、海浜公園及びその周辺域で生き物の溢

れる豊かな自然を取り戻し、地域の人々と子どもたちの
間に、自然を楽しみ、自然を大事にする心を育みます。
活動内容　
● カワセミ・セイタカシギ等の繁殖環境及び上の池北側
の里山環境の整備、東渚の清掃など自然環境改善の為
に必要な活動・行事を行ないます。

● 動植物の状態・水質等を観察・調査し、記録・集約し
て必要に応じて公表を行ないます。

● 自然観察会や環境学習等の案内と支援を行ないます。
● その他当会が必要と認めた活動・行事を行ないます。

活動趣旨　
子どもたちに楽しくておもしろいお話や人形劇を届け

ます。
活動内容　
● えどがわエコセンターでは「ふろしき伝道師」として、
　出前講座の講師（インストラクター）をしています。
● 近頃あまり使われなくなった「フロシキ」
　チョコチョコって結んでエコバッグに大変身！
● たんすの奥のかわいらしいハンカチも、
　チョコチョコっと結んでポシェットや帽子に！
楽しくっておもしろい、ふろしき講座です。

活動趣旨　
国内で活躍する指導者や団体が集まり、「葛西臨海公
園」を環境教育・防災教育の拠点にすることを目的とし
ます。
活動内容　
葛西臨海公園を中心として、インタープリターによる
参加体験型環境教育・防災教育プログラム「葛西臨海た
んけん隊」を提供しています。
最近はさらに活動の幅を広げ、江戸川区の小中学校へ

の出前授業や、自転車に乗れないお子様のための自転車
教室「キッズライド」、視覚に障がいを持った方でも楽
しめるプログラム「感じる公園ワークショップ」を展開
しております。

活動趣旨　
江戸川区小岩で発見されたムジナモ（絶滅種）の保全

を目的に育成や周知の活動をしています。
発見の地に再び戻すことを夢見ています。
活動内容　
会員同士で助け合いながら、ムジナモを栽培します。
● 栽培講座の開催
● 会員へのムジナモの株分け、各会員での育成
● 会員同士の情報交換
● 環境フェアでの活動PRパネル展示
● 発見の地（小岩菖蒲園）への放流
● 栽培体験報告書の発行
● 活動ブログの更新

活動趣旨　
「下平井水辺の楽校」は、荒川で水辺の自然を楽しむ

子どもと大人の会です。2001年7月、荒川のJR総武線鉄
橋下流の干潟で活動を始めました。楽しい学校という意
味で「楽校（がっこう）」にしました。
活動内容　
春から秋に毎月1回、荒川でボートに乗ったり投網で

魚を獲ったり、植物や虫と遊んだりするなど自然に親し
み楽しく活動しています。
● 水辺のごみ拾いや水の汚れを調べ、荒川がもっときれ
いで生きものの多い川になるか皆で考えます。

● 川遊びは危険を伴うので、ライフジャケットを着て活
動します。

活動趣旨　
ものを大切に繰り返し使う江戸庶民の伝統を引き継ぐ

活動を進めて行くため、楽しみながら古布を捨てずに布
ぞうりを作る講習会を行うことを目的としています。
活動内容　
毎月2回のサロン（みんなで教えあう勉強会）で、さ

まざまな布草履のほかに、すだれ編みなどの製作も相互
に教えあい交流しています。
● 布草履づくり講習会は年間5回実施。
● すだれ作りは年2回実施し、浅草海苔を抄くときに使
った「のりす」の台をまねたものを使い、江戸の伝統
を引き継いでいます。

活動趣旨　
荒川の総武線鉄橋の下流の中土手に雨水を溜める池を

造り、草刈りや池の管理作業などを行っていくことで、
どんな自然が戻ってくるかを観察します｡
活動内容　
毎月1回、観察会を行っています｡ 近年は江戸川区や
葛飾区の小学生の環境学習等の案内・指導も行い、近隣
の市民にも親しまれています｡
● 活動日には草刈りや樹木、池の管理を行い、子どもた
ちはザリガニ釣りや虫さがしなどをして遊んでいます。

● 毎年5月の連休には、ドラム缶の窯で竹炭焼きやバー
べキューを楽しみます。

ふろしきで
ポシェット

ワークショップ・
生ごみ堆肥づくり 水棲生物調べ

小岩菖蒲園 布草履づくり 荒川で魚獲り 中土手での観察会

キッズライドバイク
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もったいない運動推進委員会 ●委員長　大和地　弘一

低炭素社会づくり委員会 ●委員長　吉井　寛之

循環型社会づくり委員会 ●委員長　佐藤　正兵

自然共生社会づくり委員会 ●委員長　中嶋　美南子

環境教育・人材育成委員会 ●委員長　末吉　潤一

根っこネット ハーブ・ガーデン・ラベンダー

認定NPO法人

ふるさと東京を考える実行委員会 山の幸染め会　江戸川支部

●代表者　内山　浩和 ●代表者　青山　やす子

●代表者　関口　雄三 ●代表者　山谷　裕美子

【活動団体】 【常任委員会】

活動趣旨　
世の中を楽しく、誰もが生きていてよかったと思える

状況を未来永劫維持するために活動します。
活動内容　
● 年1回の環境フェア、ボランティアフェスティバルに
出展
● ダンボールクッキングを主催
● 旬の野菜を使った料理教室を主催
● エコツアーを企画
● お互いの美徳を見つめるワークショップを実施

活動内容　
「もったいない運動えどがわ」の普及啓発
●もったいない運動えどがわ参加者の拡大
●各種イベント支援活動（環境フェア、区民まつり等）
●地域活動支援（出前学習、井戸端会議、商店街&地域イベント等）

活動内容　
環境に配慮したライフスタイルの理解・実践
● 区民への省エネチャレンジ活動推進
　�省エネ・節電チャレンジ、省エネナビ貸出と診断
　�家庭の省エネ診断　�目からウロコの省エネ講座
●太陽エネルギー利用講習会等
●「みどりのカーテン」「キャンドルナイト」等の普及促進

活動内容　
3Rによる資源循環社会の推進
●打ち直し綿を使った座布団作り講習会（委員会で実施）
●生ごみリサイクル講習会・見学会・講演会（いきごみクラブ）
●布ぞうり作り講習会・すだれ編み講習会（江戸ものづくりサロン）

活動内容　
多様な生き物のすむ自然環境の保全
●水辺環境調査
●自然復元・再生事業
　�東なぎさクリーン作戦　�ムジナモ保存、ビオトープ推進
●自然学校
　�自然観察会／学習会　�自然学校

活動内容　
次代を担う環境人材の育成
●環境教育
　�グリーンプラン推進校　�学校版もったいない運動支援
　�出前授業　�放課後環境学習　�子ども環境教室
●人材育成
　�おきがる環境講座　�生ごみリサイクル講習会

活動趣旨　
公園という場所であらゆる人とコミュニケーションを

広げ、ハーブのもたらす様々な恵みについて学び、広め
ます。
活動内容　
地中式のコンポストや動物園でいただいた糞で作った

堆肥を活用してラベンダー等のハーブを育て、無農薬の
「循環型ガーデニング」を実践しています。
● 「収穫祭」ではドライフラワーづくりやハーブクッキ
ーの試食などで、自然の循環や生物多様性の大切さを
伝えています。

● 「緑のフェスティバル」や「江戸川区民まつり」「えどが
わ花と緑のフェア」などのイベントに出展しています。

活動趣旨　
東京湾を次世代の子どもたちに親しまれる海にするた

め環境教育活動の実施、NPO及び市民活動の支援、海洋
文化の創造、自然と人間が調和した社会づくりに寄与す
ることを目的とします。
活動内容　

2008年「東京湾海水浴場復活プロジェクト」を提案、
2013年、東京都区内で約50年ぶりとなる海水浴の復活を、
葛西海浜公園西なぎさで実現させました。
● 夏には、当会会員が協力して建造した「ベカ舟」など
を用いた「里海まつり」を開催します。
● 冬には、西なぎさで「海苔」や「わかめ」の育成を行い、
海苔すき体験や試食を行っています。

活動趣旨　
日本の伝統的文化である染物を通じて、教育、福祉お
よび環境保全等の増進を図り、日本の文化の育成と振興
およびその継承に関する事業を行うことによって、公益
の増進に寄与していきます。
活動内容　
家庭科の染色授業を始めとして、総合学習分野、野外
体験会、文化祭、PTA催事、手づくりバザー、ボランテ
ィア活動、卒業記念品作りなど様々です。
● 江戸川区内では、エコセンター関連行事、区民まつり
などの参加、老人ホームや子ども未来館での体験講習
などを定期的に実施しています。

復活した海水浴 山の幸染め展示会

ダンボール
オーブンづくり 収穫祭の参加者と

商店街イベント

省エネナビ貸出説明会

長座布団作り

自然観察会

小学校出前授業
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