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編集後記編集後記
　一年の計は元旦にあり。みなさん、今年はどんな目標を立てま
したか。「まだ目標を立ててないなぁ」という方は、新年のスター
トに『エコファミリー宣言』してみませんか。豊田市では地球温暖
化防止に取り組むエコファミリーを募集しています。
　また、家庭のエコ度をチェックするホームページ（http://toyo
ta-efami.com/check.html）もありますので、ぜひ挑戦してみ
てくださいね（3月7日まで・事前にエコファミリー宣言が必要）。

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

紙しばい、人力発電機、すごろく、ト
コ積み木など・・・。展示室も満喫。

着物姿でeco-Tを見学。着物とエコの
関係や江戸しぐさのお話もしました。

３Rゲームとふろしきワークショップを
出展。ふろしきはエコバッグにも変身！

11/23（土）調理室利用の後で・・・ 11/30（土）和ごころ講座 12/3（火）あいち・なごやESDフェスタ

どなたでも
参加できます

　「歴史が教える日本人の生き方～これからの持続可能な社会とは～」
と題して開催した講演会。終始にこやかな笑顔で、情感たっぷりに語
りかけてくださった白駒妃登美さん（博多の歴女・株式会社ことほぎ
代表）のお話に、会場全体が感動に包まれました。

エコットフォーラム2013開催 12 / 8（日）

環境劇の中で、ポイ捨てされたごみを
子どもたちが元気に拾ってくれました。

市内の環境学習施設による支援内容を
紹介。お気軽にお問合せください！

まちをゆっくり歩いて新発見！大林商店街
のエコな取り組みも教えていただきました。

12/13（金）寿恵野こども園来館 12/14（土）学校の先生方にご紹介 12/25（水）まちエコ発見隊～大林編～

11～12月のeco-T11～12月のeco-T

2014年はESDイヤー
～「ESDユネスコ世界会議」あいち・なごやで開催～

2014年はESDイヤー
～「ESDユネスコ世界会議」あいち・なごやで開催～

持てるかな？エネルギーのかばん
～2月は省エネルギー月間～

とよたこどもエコクラブ
交流発表会

日　時　2月15日（土）13：30～15：30

　私たちが１日に使っているエネルギーの量を知っ
ていますか？その「重さ」を体感し、「重さの理由」を
インタープリターと一緒に考えます。

　ESD（Education for Sustainable Development）とは、持続可能な社会
の担い手づくりの取り組みのことです。私たちは今、環境、貧困、人権、平
和、食料などについて解決が難しい課題に直面し、持続不可能な社会になっ
てしまっています。
　地球の未来のために私たちができること、それは、日々の「選択」と「行動」。
例えば、環境への影響や作っている人の労働環境などを考えて買い物するこ
ともESDの１つです。

　学校や地域で活動しているこどもエコクラブのメ
ンバーが１年間の成果を発表します。みなさん、ぜ
ひ見に来てください！

日　時
２月１日（土）
　～３月２日（日）
９：00～17：00

ESDユネスコ世界会議

昨年度の様子

エコドライブも
楽しく学べるよ♪

参加者の声（アンケートより）
・自分だけでなく、まわりの人たちや地域全体にとって良くなること
を考えること。生きる上で大切なことを教えてもらいました。
・江戸時代＝エコ時代、その実際が手に取るようにわかりました。
・「尊異論（そんいろん）」、「草主人従（そうしゅじんじゅう）」、「こと
ほぎ」の意味が心に残りました。

120人を超える参加がありました

難しい言葉は
ホームページなど
で調べてみてね！

ESDキャッチフレーズ

未来を創るわたしを育むESD
～豊田市の川村さんが考案～

つく はぐく

展示の様子

国連では、2005年～2014年までの10年間を、ESD活動を積極的に行う
期間としています。最終年にあたる今年11月、各国の取り組みをふり返り
今後の方策を議論する世界会議（閣僚級会合）が、名古屋市で開催されます。
また、岡山市では、世界各地のESD活動に取り組む人 （々教育機関、
NPO、企業、行政など）が話し合うステークホルダー会議が開催されます。

しらこま ひとみ



２・３月の
休 館 日 2/3（月）、2/10（月）、2/17（月）、2/24（月）、3/3（月）、3/10（月）、3/17（月）、3/24（月）、3/31（月）

ひな祭りのおすし

エコットレシピエコットレシピエコットレシピエコットレシピ

【材料（4人分）】
牛乳パックでつくった型…４個
（6.5cmの高さのひし形）
すし飯………………………720g
菜飯ふりかけ………………小さじ１
ごま…………………………小さじ１
塩じゃけ（加熱したもの）…１切れ
卵……………………………２個
さとう………………………大さじ１
塩……………………………少々
にんじん……………………1/2本
うずらの卵（ゆでたもの）…８個
焼きのり……………………1/2枚
黒ごま………………………少々

【作り方】
①型に使う牛乳パックをひし型
　に整え、ラップをしいておく。
②塩じゃけの身をほぐす。
③卵にさとうと塩を加えて、いり卵をつくる。
④すし飯を３等分して、それぞれに具（菜飯ふりかけ、ごま、
　塩じゃけ）を混ぜる。
⑤３種類のすし飯が３層になるように、型に入れておしかためる。
⑥⑤の上にいり卵をのせる。
⑦にんじんをうすく切ってゆでる。
⑧写真を参考にかざりつける。

渡刈クリーンセンターを見学しよう♪

間伐材を使った木質ペレットの活用を例に、森林
の再生やクリーンエネルギーについて考えます。
※講演終了後、講師と語るティータイムが
　あります。（16：00まで、希望者のみ）
講師／松田直子さん（株式会社Hibana代表）

〈中学生以上　定員50名〉

未来へのエコットーク2013　テーマ：エネルギー
2月2日（日）　13：30～15：30

燃料電池のしくみを知り、未来のエネル
ギーについて考えます。
参加費／300円
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

もった博士の「かがく倶楽部」　～燃料電池車を走らせよう～
2月9日（日）　10：00～12：00

2月20日（木）　10：00～12：00

表紙をご覧ください。
とよたこどもエコクラブ交流発表会

着なくなったセーターを使って、ネックウォーマーやアー
ムウォーマーをつくります。
持ち物／着なくなったセーター（ニット）、裁縫道具

〈18歳以上（幼児同伴可）　定員10名〉

リメイク講座　～冬のあったかグッズをつくろう～

2･3月の講座・イベント情報2･3月の講座・イベント情報

＜５歳以上（小学生以下は保護者同伴）各回５名＞

渡刈クリーンセンターに
運ばれてきた

知ろう、学ぼう、豊田市の知ろう、学ぼう、豊田市の２月の講座：１月19日（日）10時から　　３月の講座：２月19日（水）10時から
eco-T事務局（TEL：26－8058）まで　※定員のあるものは事前にお申込みください。

申込み
受付開始

エコットひろばエコットひろば

新聞紙でエコバッグをつくろう
２月11日（火・祝）
　第１回目 10：00～10：45
　第２回目 11：00～11：45

　平成24年度の豊田市のごみの量が発
表されました。ごみの全量は140,455
トン。計算すると、１人が１年間で
出す量は331kgになります。
　ごみの量はここ数年間ほとんど変化
していませんが、少しずつでも減らし
ていきたいですね。

豊田市の生物多様性に関わる行動目標について知
り、私たちの生活の中でできることを考えます。
講師／高野雅夫さん
　　　（名古屋大学大学院環境学研究科准教授）

〈18歳以上　定員50名〉

「私たちの暮らしと生物多様性」学習会　～自然の恵みを守っていくためには？～
3月6日（木）　9：30～12：00

はぎれや古布を使って、がま口財布をつくります。
持ち物／はぎれや古布2種類（30センチ角）、
　　　　裁縫道具、定規、（あれば）手芸
　　　　用ボンド、めうち、ペンチ
参加費／100円

〈中学生以上　定員15名〉

かんたんエコ手芸教室　～がま口財布をつくろう～
3月15日（土）　10：00～12：00

旬の食材を使った料理をつくりながら、環境を守るための
『エコ・クッキング』のポイントを学びます。
持ち物／エプロン、タオル、ふきん、広告チラシ（ごみ箱用）、筆記用具
参加費／500円
場　所／東邦ガス株式会社　豊田営業所2F（豊田市挙母町5－64）
講　師／東邦ガスクッキングインストラクター

〈18歳以上　定員24名〉

エコ・クッキング教室　～かぶのグリーンソースパスタをつくろう～
3月11日（火）　10：30～13：10

１円玉を水に浮かべたり、洗剤を入れたりしなが
ら、水の表面に働くミクロの世界を体験します。
参加費／300円
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

もった博士の「かがく倶楽部」　～水の表面のふしぎ～
3月9日（日）　10：00～12：00

ひな人形はうずらの卵、

かみはのり、目は黒ゴマです♪
出張！eco-T出張！eco-T
朝日丘交流館　ひだまりサロン
　　～おもちゃの交換会『かえっこバザール』～
eco-Tからは、かえるポイントがもらえるワークショ
ップ『分別ゲーム』を出展します。
遊ばなくなったおもちゃや絵本を持ってきてね♪
日時：２/４（火）10：00～11：30（受付は11：10まで）
場所：朝日丘交流館（豊田市御幸町1－80）

申込み不要です。
直接お越しください

３/12（水）　10：00～12：00
＜未就園児の親子　15組＞ 

エコ・キッズスペース

2月15日（土）　13：30～15：30

大きな布を使って遊ぼう
ふろしきや大きな布を使って、親子で体を動かして遊び
ます。ふろしき包みも学べるよ♪

eco-Tのかえっこバザールで
ためたポイントも使えるよ！ ごみ収集車も

見られるよ♪

す
し
飯
の
具

ごみ

リサイクルできる紙の種類を詳しく知りたい場合は、近くのリサイクルステーションや
eco-Tで聞いてみよう。eco-Tでは「雑紙分別ゲーム」に挑戦できるよ♪

■資源化事業※

■危険ごみ
■有害ごみ
■資源
　（プラスチック製容器包装含む）
■不燃ごみ
　（金属ごみ＋埋めるごみ）
■可燃ごみ
　（燃やすごみ）
※資源化事業は、集団回
　収、リサイクルステー
　ションおよびリユース
　工房での回収量。
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「燃やすごみ」の
中身を見てみよう

特に「リサイクルできる紙」が多く入っていました。新聞紙や雑誌、コピー用紙、お菓子の箱などは集団回収に出
したり、リサイクルステーションに持っていくと、新しい紙製品に生まれ変わります。

まだ食べられるものも入っていました

資源としてリサイクルできるものが 全体の26％ も！
古着

など
プラスチック製
容器包装

紙類
（新聞紙・雑誌・雑紙など）

もったいない
ですね

インタープリターの案内で「燃やすごみ
のゆくえ」を探検してみませんか。祝日
はご家族そろっての見学にもってこい！
10人以下は予約
不要です。

2/11（火・祝）、
3/21（金・祝）はおすすめ！
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エコ・キッズスペース

2月15日（土）　13：30～15：30

大きな布を使って遊ぼう
ふろしきや大きな布を使って、親子で体を動かして遊び
ます。ふろしき包みも学べるよ♪

eco-Tのかえっこバザールで
ためたポイントも使えるよ！ ごみ収集車も

見られるよ♪

す
し
飯
の
具

ごみ

リサイクルできる紙の種類を詳しく知りたい場合は、近くのリサイクルステーションや
eco-Tで聞いてみよう。eco-Tでは「雑紙分別ゲーム」に挑戦できるよ♪

■資源化事業※

■危険ごみ
■有害ごみ
■資源
　（プラスチック製容器包装含む）
■不燃ごみ
　（金属ごみ＋埋めるごみ）
■可燃ごみ
　（燃やすごみ）
※資源化事業は、集団回
　収、リサイクルステー
　ションおよびリユース
　工房での回収量。

単位：トン
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「燃やすごみ」の
中身を見てみよう

特に「リサイクルできる紙」が多く入っていました。新聞紙や雑誌、コピー用紙、お菓子の箱などは集団回収に出
したり、リサイクルステーションに持っていくと、新しい紙製品に生まれ変わります。

まだ食べられるものも入っていました

資源としてリサイクルできるものが 全体の26％ も！
古着

など
プラスチック製
容器包装

紙類
（新聞紙・雑誌・雑紙など）

もったいない
ですね

インタープリターの案内で「燃やすごみ
のゆくえ」を探検してみませんか。祝日
はご家族そろっての見学にもってこい！
10人以下は予約
不要です。

2/11（火・祝）、
3/21（金・祝）はおすすめ！



eco-T日記（ブログ）より

このニュースレターの印刷にかかる電力は、藤岡南中学校の
太陽光発電から生まれたグリーン電力でまかない、再生可能
エネルギーの普及とエネルギーの地産地消に貢献しています。

eco-Tは、市民・NPO・行政が共働して運営しています

〒470-1202　愛知県豊田市渡刈町大明神39-3
　　　　　　　渡刈クリーンセンター内
TEL：0565-26-8058　　FAX：0565-26-8068
e-mail：info@eco-toyota.com

ホームページ：

豊田市環境学習施設「eco-T（エコット）」 事務局

エコット 豊田 検索

編集後記編集後記
　一年の計は元旦にあり。みなさん、今年はどんな目標を立てま
したか。「まだ目標を立ててないなぁ」という方は、新年のスター
トに『エコファミリー宣言』してみませんか。豊田市では地球温暖
化防止に取り組むエコファミリーを募集しています。
　また、家庭のエコ度をチェックするホームページ（http://toyo
ta-efami.com/check.html）もありますので、ぜひ挑戦してみ
てくださいね（3月7日まで・事前にエコファミリー宣言が必要）。

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

紙しばい、人力発電機、すごろく、ト
コ積み木など・・・。展示室も満喫。

着物姿でeco-Tを見学。着物とエコの
関係や江戸しぐさのお話もしました。

３Rゲームとふろしきワークショップを
出展。ふろしきはエコバッグにも変身！

11/23（土）調理室利用の後で・・・ 11/30（土）和ごころ講座 12/3（火）あいち・なごやESDフェスタ

どなたでも
参加できます

　「歴史が教える日本人の生き方～これからの持続可能な社会とは～」
と題して開催した講演会。終始にこやかな笑顔で、情感たっぷりに語
りかけてくださった白駒妃登美さん（博多の歴女・株式会社ことほぎ
代表）のお話に、会場全体が感動に包まれました。

エコットフォーラム2013開催 12 / 8（日）

環境劇の中で、ポイ捨てされたごみを
子どもたちが元気に拾ってくれました。

市内の環境学習施設による支援内容を
紹介。お気軽にお問合せください！

まちをゆっくり歩いて新発見！大林商店街
のエコな取り組みも教えていただきました。

12/13（金）寿恵野こども園来館 12/14（土）学校の先生方にご紹介 12/25（水）まちエコ発見隊～大林編～

11～12月のeco-T11～12月のeco-T

2014年はESDイヤー
～「ESDユネスコ世界会議」あいち・なごやで開催～

2014年はESDイヤー
～「ESDユネスコ世界会議」あいち・なごやで開催～

持てるかな？エネルギーのかばん
～2月は省エネルギー月間～

とよたこどもエコクラブ
交流発表会

日　時　2月15日（土）13：30～15：30

　私たちが１日に使っているエネルギーの量を知っ
ていますか？その「重さ」を体感し、「重さの理由」を
インタープリターと一緒に考えます。

　ESD（Education for Sustainable Development）とは、持続可能な社会
の担い手づくりの取り組みのことです。私たちは今、環境、貧困、人権、平
和、食料などについて解決が難しい課題に直面し、持続不可能な社会になっ
てしまっています。
　地球の未来のために私たちができること、それは、日々の「選択」と「行動」。
例えば、環境への影響や作っている人の労働環境などを考えて買い物するこ
ともESDの１つです。

　学校や地域で活動しているこどもエコクラブのメ
ンバーが１年間の成果を発表します。みなさん、ぜ
ひ見に来てください！

日　時
２月１日（土）
　～３月２日（日）
９：00～17：00

ESDユネスコ世界会議

昨年度の様子

エコドライブも
楽しく学べるよ♪

参加者の声（アンケートより）
・自分だけでなく、まわりの人たちや地域全体にとって良くなること
を考えること。生きる上で大切なことを教えてもらいました。
・江戸時代＝エコ時代、その実際が手に取るようにわかりました。
・「尊異論（そんいろん）」、「草主人従（そうしゅじんじゅう）」、「こと
ほぎ」の意味が心に残りました。

120人を超える参加がありました

難しい言葉は
ホームページなど
で調べてみてね！

ESDキャッチフレーズ

未来を創るわたしを育むESD
～豊田市の川村さんが考案～

つく はぐく

展示の様子

国連では、2005年～2014年までの10年間を、ESD活動を積極的に行う
期間としています。最終年にあたる今年11月、各国の取り組みをふり返り
今後の方策を議論する世界会議（閣僚級会合）が、名古屋市で開催されます。
また、岡山市では、世界各地のESD活動に取り組む人 （々教育機関、
NPO、企業、行政など）が話し合うステークホルダー会議が開催されます。

しらこま ひとみ


