
「ZEB」には 4つのランクがあり、
エコルとごしは、最上位に次ぐ

ランクである「Nearly ZEB」認証を
都内公共施設で初めて取得しました！
エネルギー消費量 91%削減が

見込まれています。

都内
公共施設初！

認証建築物

「Nearly ZEB」
（ニアリーゼブ）

自然豊かな戸越公園内に
新たな学びと交流の場が誕生します

品川区立環境学習交流施設 エコルとごし

2022.5.1（日） OPEN！

＊この印刷物はリサイクル可能な
　用紙を使用し、環境にやさしい
　印刷方法で制作しています。

はじめまして！

です。エコルとごし
エコルとごしは自然豊かな戸越公園内にあり、体感を重視した展示物や多彩なイベント・
講座で、環境を楽しみながら学べる施設です。
また、公園内の一施設として、区民の皆さんや公園利用者の方々の「憩いと交流の場」
として気軽にご利用いただけます（入館無料）。

広報誌「With エコル」
編集・発行｜品川区立環境学習交流施設 エコルとごし
発　行　日｜2022.3.10

01 体験型展示で
環境を身近に＆楽しく学ぼう！
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、
暮らしの中で何ができるだろう？

02 戸越公園の豊かな自然と
触れ合える憩いの場

公園と一体感のある開放的なラウンジは、
憩いと交流の空間です。「環境シェルフ」や
「戸越みどころマップ」、企画展示コーナーなど、
新たな発見にも出会えます。

コミュニティラウンジ1F

映像展示室3F

空間全体に映し出される映像と、からだの動きが
連動する大型映像展示は大迫力！自分の生活と環境の
バランスを体感してみよう！

～エコなミライへ～　

つなぐ

つづける

つくりだす

開館後は「ZEBツアー」へ！

区有施設として最大規模の太陽光パネルや、
地中の未利用エネルギーの空調への利用など、

館内ZEB関連設備をご案内します！
＊2022 年夏頃からを予定

※イメージ

03 環境にやさしい建築物！
ZEB建築って？

外観パノラマ図

ZEB（ゼブ）とは、「Net Zero Energy Building
（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）」の略称です。
快適な室内環境を維持しながら、省エネと創エネに
より、建物で消費する一次エネルギーの年間収支を
ゼロにすることを目指します。

※北側外観イメージ

1 秒・1日・1年・10年…「時間」をテーマに
環境を考えてみよう！「みる・きく・さわる」といった
体感を重視した展示で環境を楽しく学びます。

常設展示室3F

※イメージ

※イメージ

コミュニティラウンジの一角には、
お子さまが安心して遊べる
キッズスペースもあります。

授乳室や子どもトイレ、ベビーカー
置き場も完備。さらに屋外には
砂場とすべり台もあります！

小さな
お子さまと
一緒に！

※イメージ

ガラス張りでガラス張りで
公園と一体感のある空間！公園と一体感のある空間！

壁面や床、天井には品川区の
交流自治体の木材など

を使用

エコルWith
エコなミライへ！
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＜ご来館の方へお願い＞　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、ご理解とご協力をお願いします　＊ご来館前に健康状態の確認と検温を実施し、体調のすぐれない場合はご来館をお控えください。37.5 度以上の熱がある ／ 息苦しさ・強いだるさがある ／ 軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある  など　＊館内ではマスクのご着用、消毒液による手指消毒などにご協力ください　＊周囲の方と適度な距離を保ちながらお過ごしください

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、イベントが中止・延期もしくは内容が変更となる可能性があります。最新情報はプレサイトをご覧ください。

＊ご家族のみ最大 4名まで同時申込できます。 ＊締切日を過ぎても定員に満たない場合は、先着順で電話申込を受け付けます。
＊申込時にご連絡いただいた個人情報は、本イベントのみに使用します。

品川区立環境学習交流施設エコルとごし

● 都営浅草線 戸越駅 徒歩 12分
● 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩 15分　
● 

● 

アクセス

東急大井町線
戸越公園駅・
下神明駅
各徒歩 7分

＊駐車場はありません。公共交通機関の利用にご協力ください。

エコルとごしの開館を祝して、館内と戸越公園内で
環境を楽しく学ぶ講座・ワークショップなどを開催！
詳細は決まり次第プレサイトでお知らせします。

5/1 日

エコルとごし
オープニングイベント

エコルフェスしながわ2022

　　　　　 もしくは　　　　　　 でお申込みくださいプレサイト 往復はがきイベント申込方法イベント申込方法
申込多数の場合は抽選となります。申込締切から1週間以内に参加可否をご連絡します。

エコルとごしオープン記念講演
「つながる・地球・わたし」

科学技術や環境問題を専門とし、
毎日新聞論説副委員長でTVコメンテーター
としてもご活躍中のジャーナリスト・
元村有希子氏と一緒に、環境について
考えてみませんか。

対象・定員 中学生以上  80名

講 師 毎日新聞論説副委員長
元村有希子氏

申込受付 3/22（火）～4/12（火） ［抽選］

｜講師プロフィール｜

北九州市出身。1989 年、毎日新聞社入社。2001 年、
東京本社編集編成局科学環境部。科学環境部長、論説
委員などを経て 2021 年 4 月より現職。TBS「新・情
報 7days ニュースキャスター」「サンデーモーニング」
などに出演。近著「科学のミカタ」（毎日新聞出版）。

14:00～16:00
5/ （火・祝）3

みんなで作ろう！
エコルこいのぼり

ガラス絵具でオリジナルの
こいのぼりを作ろう！
作品はお持ち帰りOK！
おうちの窓などに貼って
お楽しみいただけます。

講 師 エコルとごし
ボランティア

対 象 どなたでも

申込受付 当日随時
＊満席の場合はお待ちいただくことがあります。

5/ （火・祝）3
9:30～12:00

地球に優しいエコエンジン
「空き缶スターリング
エンジン」を作ろう！

ガソリンを使用しないエコな
エンジン、それが
「スターリングエンジン」。
一体どうして動くんだろう？
実際に作ってそのヒミツを
探求しよう！

対象・定員 小学生  15名
講 師 コンセプトプラス株式会社

代表取締役　新井俊雄氏
申込受付 3/22（火）～4/12（火） ［抽選］

5/ （水・祝）4
14:00～16:00

学ぼう！地球温暖化
いま地球ではどんな変化が
起こっているんだろう。
東京管区気象台の職員さんと一緒に、
地球温暖化について考えてみませんか？

講 師 東京管区気象台職員の方々

対象・定員 小学生  25名

申込受付 3/22（火）～
4/12（火） ［抽選］

5/ （木・祝）5
10:00～12:00

● こども向け

対象・定員 中学生以上  80名

申込受付 4/5（火）～
5/1（日） ［抽選］

5/ （日）22
10:00～12:00

● おとな向け
気象庁マスコットキャラクター はれるん

最近よく聞く「SDGs」ってなんだろう？カードゲームや
レゴブロックを使って、親子や参加者同士で交流しながら、
SDGs を楽しく体感してみませんか？

5/ （木・祝）5
14:00～16:30

SDGs ×
レゴワークショップ

申込受付 3/22（火）～4/12（火） ［抽選］

対象・定員 小学 1～4年生とその保護者  15組

講 師 NGOこども国連環境会議推進協会
事務局長　井澤友郭氏

江戸時代の江戸や品川が、「3R」が確立された
エコな都市であったことをご存じですか？
当時の生活から、現代にも生かせる知恵を学びます。

5/ （土）14
14:00～16:00

対象・定員 中学生以上  50名

講 師 品川区立品川歴史館 学芸員

申込受付 4/5（火）～4/23（土） ［抽選］

世界に誇る環境都市
江戸と地域社会
―水道利用をめぐるエコ生活―

「江戸名所図会」
巻三　霞が関
（品川区立品川歴史館所蔵）

ペットボトルの中に雲や雪の結晶が作れる？！
簡単な実験やクイズを通して、お天気について楽しく学ぼう！

5/ （日）15
14:00～16:00

雲や雪の結晶を作ってみよう！
お天気実験教室

申込受付 4/5（火）～4/24（日） ［抽選］

対象・定員 小学生  15名

講 師 一般社団法人 日本気象予報士会
サニーエンジェルス

牛乳パックなどを使い、風で電気をおこして LEDを
点灯しよう！風の吹く仕組みや発電の仕組みを学んで、
環境に優しい発電について考えます。

5/ （土）28
14:00～16:00

風力発電機を作って
発電を体験しよう！

申込受付 4/5（火）～5/7（土） ［抽選］

対象・定員 小学 3～6年生  20名

講 師 くらりか（蔵前理科教室ふしぎ不思議）
会員 池田 修氏
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   郵  送  先   郵  送  先 〒142-0042  東京都品川区豊町2-１-30
エコルとごし 事業担当宛

受付締切日必着往復はがき
1枚につき1家族（最大4名）まで

   記載事項   記載事項 ①イベント名　②開催日
③参加者氏名 /年齢 /学年
    （同伴の保護者含む）

④電話番号

※返信用表面に
　申込者の郵便
　番号・住所・
　氏名をご記入
　ください。

※返信用表面に
　申込者の郵便
　番号・住所・
　氏名をご記入
　ください。

プレサイト
https://ecoru-togoshi.jp/

トップページの
   5月のイベント情報
をクリックして、各イベント
申込フォームからお申込みく
ださい。

5月のイベント情報

NEWS!

https://ecoru-togoshi.jp/

LINE プレサイト

プレサイトで情報発信中！

3/31（木）まで　品川区環境課
TEL｜03-5742-6755（平日 8:30～17:00）
FAX｜03-5742-6853
4/1（金）から　エコルとごし
TEL｜03-6451-3411（平日 9:00～17:00）
FAX｜03-6451-3412

＊5/1（日）からの電話受付時間は、決まり次第お知らせします。
＊メール（info@ecoru-togoshi.jp）でも受け付けています。

お問い合わせ｜

＊3F映像展示室・常設展示室と 1Fキッズスペースは 9:00～18:00まで
＊5/1（日）はオープニングイベント開催に伴い、開館時間が通常と異なります。
　詳細はプレサイトをご覧いただくか、お問い合わせください。

品川区豊町 2-1-30（戸越公園内）
7:00～21:30（貸室のご利用は 9:00 ～）

住 所｜
開 館 時 間｜

第4月曜日（祝日の場合は開館し、翌平日休）、
年末年始（12/29～1/3）
＊館内にごみ箱はありません。各自お持ち帰りにご協力ください。

休 館 日｜

5月のイベント情報
子どもから大人まで、環境を身近に
感じられる講座・ワークショップを開催！

＊会場はすべて 3F多目的スペース
　で開催します

小学 3年生以下の
お子さまは保護者同伴
でご参加ください

無料
参加費エコって楽しい！おもしろい！


