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江東区役所〒135-8383 東陽 4−11−28☎ 3647−9111(代)

小学2年生から所属するクラブで指導を

受けているという黒部さんは、中学2年生

だった昨年夏の全国大会で頂点に立ちまし

た。最高の結果を残した大会を振り返り、

｢まさか優勝できると思わなかった。1年生

の夏は全国大会に出られず、ほぼ毎日、自

主練習していた成果が出てうれしい｣と喜

びます。池江璃花子選手のように、泳ぐた

びにどんな試合でもベストの記録を出せる

選手になりたいと話す黒部さん。オリンピ

ックで金メダルを獲るという目標に向け、

さらなる成長を誓います。

賞状とメダルを手に笑顔の黒部さん▶

深川四中の陸上部だった両親のす

すめで陸上を始めた阿部くんは、昨

年の夏に行われた大会で、見事1位

サニブラウン選手が目標と話す阿部くん▶

に輝きました(当時は2年生)。大会につい

て、｢優勝できるとは思っていなかった。

うれしかったし、自分でもびっくりした｣

と振り返ります。陸上は｢努力した分、結

果にあらわれる｣という思いを胸に、部活

動だけでなく自主練習にも取り組んできた

という阿部くん。ひと冬を越えその目は、

11秒2を切る、そして全国大会に出場する

という目標を見据えています。

全国中学校体育大会 水泳女子 1位

200m平泳ぎ 黒部 和
は

花
な

さん(大島中3年)

全日本中学校通信陸上競技東京都大会 1位

男子100m 阿部 大吉くん(深川四中3年)

潮見駅下車徒歩12分

※会場に駐車場はありません。車でのご来場はご遠慮いた
だき、公共交通機関をご利用ください。

※自転車の方は、会場内の臨時駐輪場にお停めください。

東京メトロ
有楽町線

錦13乙 深川車庫前⇔錦糸町駅前 潮見一丁目下車徒歩1分
錦13甲 晴海埠頭⇔錦糸町駅前 枝川二丁目下車徒歩10分
業10 とうきょうスカイツリー駅⇔新橋
枝川二丁目下車徒歩10分

門19 深川車庫前⇔門前仲町、東京ビッグサイト⇔門前仲町
辰巳一丁目下車徒歩10分

都営バス

JR京葉線

辰巳駅下車徒歩20分
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東京海洋大学越中島校舎前
(東京海洋大学前)

27、57

20、50森下駅前(伊勢屋前)

門前仲町(パチンコ店前)
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有明テニスの森
(ブリリア有明スカイタワー前)

03、33

45豊洲駅前(7番のりば)
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18、48辰巳駅前

有明二丁目
(HMK東京有明センター前)
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公共交通機関 都バス無料巡回バス※交通状況により通過予定時刻は変わる場合があります

[エコステージ]

さまざまな活動団体や企業等による環境に対

する取組みのPR、クイズや実験ショー、沖縄民

謡やよさこい踊り、ディアボロショーを行いま

す。

[ソーラーカーの展示]

鈴鹿サーキットで開催するソーラーカーレー

スで活躍中のソーラーカー｢えこっくる002号｣

を展示。チームメンバーが解説を行います。

[超小型モビリティの展示]

コンパクトで小回りが利く、環境性能に優れ

た二人乗り電気自動車を展示します(運転はで

きませんが、座席に座ることができます)。

[燃料電池自動車の展示]

水素と酸素を化学反応させ発生した電気エネ

ルギーをステージ照明等への電気供給として活

用します。

[リサイクル堆肥の配布]

江東区内で発生した剪
せん

定枝を使用して作った

堆肥｢つちひめ｣を無料で配布します(先着600人)。

[再生家具の販売]

粗大ごみとして出された家具をキレイに再生

して抽選で販売する｢いかせる粗大ごみ作戦｣を

開催します。抽選申込は13：00まで。

[北海道オホーツク管内15町村の紹介]

北海道オホーツク圏域の豊かな自然環境の紹

介や、安全安心な特産物を販売します。

[ハッピーエコライフ抽選会]

アンケートにご協力いただくとエコグッズな

どがもらえる抽選会に参加できます。(1人1回

まで。景品がなくなりしだい終了)

[復興支援ブース]

南部せんべい、盛岡冷麺、三陸若布
わ か め

など、岩

手県の特産品を買って支援しましょう。

[有機野菜の販売]

地球環境にやさしい野菜を販売します。

[飲食販売コーナー]

焼きそば、亀戸名物のみそぱん、サンドウィ

ッチ、鶏のからあげ、クッキー・ビスケット、

ハーブティー(無料)、ソフトドリンクなどを販

売予定です。

[その他(工作体験・展示等)]

木のペンたて工作、木場のビオガーデンの紹

介、スーパーボールすくい、グリーン電力を使

う仕組みの紹介、パソコンやインクカートリッ

ジのリサイクルの展示紹介、木のフローリング

やおもちゃなど木製品との触れ合いスペースな

ど、他にも楽しめるブースが盛りだくさんです

※内容は一部変更となる場合があります。

フードドライブ
フードドライブとは、フードバンク団体を通じて

広く地域の福祉団体や施設などに食品を提供する活

動です。

[持込み可能な食品]缶詰、インスタント・レトルト

食品(冷凍・冷蔵食品は除く)、乾物・乾麺、嗜好品

(お茶・コーヒーなど)、飲料(アルコール類は除く)、

調味料[持込み食品の条件]①未開封で包装や外装が

破損していないもの②賞味期限まで1か月以上ある

③びん詰製品ではない④冷凍・冷蔵食品ではない⑤

家庭から出たもの※お持ちいただいた食品は、受け

取りの際に上記の種類や条件などについて確認させ

ていただき、場合によってはお持ち帰りいただくこ

ともあります。

食用油の回収
[出し方]購入時の容器やペットボトル等の密閉でき

る容器に入れてお持ちください[回収できないもの]

①食用油以外のもの②油固形化剤で固められたもの

③事業所から排出されたもの

園芸土の回収
[出し方]購入時の袋やビニール袋に入れて、口を縛

ってお持ちください※持ち込める量は1世帯あたり

20リットルまでです[回収できないもの]①土以外の

砂や石②根や草木、プランターや植木鉢③事業所か

ら排出されたもの

※いずれも▢場 清掃リサイクル課ブース▢問 清掃リ

サイクル課☎3647-9181、℻5617-5737

〜余っている食品を
必要としている人へ〜

出展団体・協賛団体一覧は
5面をご覧ください

楽しみながら環境保全について理解と関心を深め、行動へとつなげるた

め、第11回江東区環境フェアを開催します。会場内では、環境活動に取り

組む団体等が工夫を凝らしたイベントで皆さんをお迎えします。詳細は区

ホームページでもご覧になれます。

▢時 6／3(日)10：00〜16：00(雨天決行※大雨・暴風警報発令時には中止)

▢場 えこっくる江東(潮見1-29-7)▢費 入場無料。工作体験など参加費一部
有料ブースあり[主催]江東区・江東区環境フェア実行委員会▢問 江東区環
境フェア実行委員会事務局(えこっくる江東)☎3644-7130、℻3644-7135

さまざまなイベントを開催

▲環境フェア入場ゲート
▲ソーラーカー展示の様子

▲木との
ふれあいスペース

▲屋外ブースの風景

こうとう区報は発行日から
3日かけて郵便ポストへ
お届けしています

ご家庭・事業所等で配布が必要ない場合や、配布部数の変更を希望
される場合は、全戸配布コールセンター（平日および配布日の9：00〜
19：00）☎3950-3070へ 読み終わった区報は古紙回収へ

オリンピック・パラリンピックを
成功させよう！

ケロぞうくんすみれさん

あられさん

げったくん

えこっくる江東キャラクター
たすけくん




