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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

　２月は省エネルギー月間です。衣服を工夫すれば暖房に頼りすぎずに快適に過ごすことができます。最近は、
オシャレで機能的なグッズも増えてきました♪ウォームビズで冬も省エネしませんか。

編集後記編集後記
　２月には、２度の大雪にびっくり。豊田市内でも、山間地では
積雪が40cmを超えたところがありました。雪の重みで木の枝が
折れたり、ビニールハウスがつぶれたり、２日間以上も停電した
り・・・この大雪も地球温暖化や気候変動の影響なのでしょうか。
　さて、お知らせです。eco-Tの近くにバス停ができました。末
野原・三河豊田・三河上郷駅を通る上郷地域バスの「末野原線」が、
火・木曜日に運行しています。最寄停留所は「豊寿園」です。

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

eco-T日記（ブログ）より ブログアドレス　http://eco-toyota.com/blogエコドライブすごろくに挑戦！急発進はガソ
リンのムダ！ふんわりアクセルでいこう♪

ペレットストーブをめぐる現状や実際
の使い勝手などを学びました。

PTA主催のイベント。缶バッジ＆エコ
バッグづくりでは、個性が光りました。

2/1（土）省エネのヒントがいっぱい！ 2/4（火）木質バイオマスの可能性 2/12（水）元城ファクトリーに出展

３つの首（首、手首、足首）
をあたためよう

とよたこどもエコクラブ
交流発表会

とよたこどもエコクラブ
交流発表会

　学校や地域で活動しているこどもエコクラブが
１年間の活動の成果を発表します。

昨年度の様子

衣服の工夫で冬も省エネ！
～ ウォームビズでぽかぽかライフ ～

ウォームビズの心得
あったか素材を選ぼう 衣服を重ねて、体感温度をアップしよう

出典：家庭の省エネ大事典
　　　（財団法人 省エネルギーセンター）

薄くて
あたたかい
機能性素材

みなさん、
ぜひ見に来て
ください！

どなたでも
参加できます

日時
2/25（土）
10：00～12：00
場所
eco-T ２階
多目的室
＊臨時駐車場を
　ご利用ください

ひざかけカーディガン

＋2.2℃ ＋2.5℃

　「スペシャルなピザへの道！」と題して、５回にわたり実施しま
した。アイデアを出し合い、得意なことを持ち寄って、楽しく活動
することができました。

利用再開日

６月１日（金）

★eco-Tの魅力★

エコに関する雑誌や本がそろって
います。絵本もたくさんあるよ！

eco-Tの展示学習
プログラムからの
クイズじゃよ

ここで紹介しきれないものはeco-T日記にあるよ♪

一緒に楽しく
学ぼう！

ジュニアインタープリター育成講座
～バスツアー 割れたお皿はどこへ行く？～

11/26（土） 11/24（日）～2/9（日）

この他にも、楽しい催しが盛りだくさん♪　詳細は、裏面もしくはeco-Tホームページ（http://eco-toyota.com/）をご覧ください。

9/10（火）～10/31（木）

6/3（日）

タイトル：17pt
小タイトル：12pt
本文：10.5pt
キャプション：9pt

※駐車場には限りがあります。乗り合せてご来場いただくか、シャトルバスをご利用ください。

　今年のエコットキッズタウンは豊田産業文化セ
ンターで開催しました。住民は３日間で約650
人！みんなのアイデアがつまった“まち”が出来
上がりました。楽しい夏の思い出になったかな？

今年初登場の保健センター

手づくりパッカー車でごみ収集 子ども実行委員も大活躍！

お店を出すんだと初日から大はりきり♪

ウォームシェア
おうちではみんなでひとつの部屋
に、お店や公共施設などあたたか
くすごせる場所に集まろう！

持てるかな？エネルギーのかばん とよたこどもエコクラブ
交流・発表会

山田家の台所

　12月に開催した
期間展示「私のまち
の未来基準」には
159名の方が来館
されました。

日　時　2月９日（土）13：30～15：30
その他　満車の場合は、臨時駐車場をご案内します

　電気やガス、石油など多くの「エネルギー」に支え
られている私たちのくらし。一体どれくらいのエネ
ルギーを、どんなことに使っているのでしょうか？
そのナゾを解き明かし、自分にあった“省エネのヒン
ト”を探ろう！

　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（金）
　～2月24日（日）
９：00～17：00

昨年度の様子

展示の様子

発電体験も
　できるよ♪

　廃材や自然素材を利用したクラフトができる『エコットひろば』が、４月から始
まります。少人数制なので、eco-Tに初めて来る方も気軽に参加してくださいね♪

豊 田

次回は10/12（土）13：00～鞍ケ池公園
主催：豊田青年会議所

交流発表会に５団体、79名が参加。人
形劇を使った発表など工夫がありました。

マークをヒントにごみ分別に挑戦！渡刈クリ
ーンセンターでは、ごみの多さにびっくり！

生物多様性の大切さを学び、自然ととも
にあるくらし方をみんなで考えました。

2/16（日）こどもエコクラブ交流発表会 2/21（金）中山小学校１年生が来館 3/6（木）豊かな自然をいつまでも

11～３月のeco-T11～３月のeco-T

使い方にも、ひと工夫を！

　夜が長い冬は、照明をつける時間が長くなりますね。照明
は、家庭で電気をたくさん使う機器の第2位。電球を電球型蛍
光灯やLED電球に交換することは効果的な省エネになり、「一
石三鳥」です！

　二重の蛍光灯は、片方だけの方が「ちょうどいい」と感じる方も
いるのではないでしょうか？テレビも同じですが、「明るすぎ」は
もったいないですよ。

ひとみ

　昨秋からインタープリターが知恵をしぼり準備を進めています。
５月3日（土）から、４つの新プログラムが登場！

展示室のプログラムがリニューアルします♪展示室のプログラムがリニューアルします♪

渡刈クリーンセンターの見学

　展示室や渡刈クリーンセンターでエコライフを学んだり、サークルで調
理室やワークショップルームを利用したり、本や紙しばいを読んだり・・・
自分のペースでゆっくり過ごすことができます。館外での活動も盛んです。 eco-Tの利用方法や環境学習の

授業・講座・イベントのサポー
ト内容などをお伝えします。

日時：４月27日（日）
　　　10：00～12：00

対象：小・中学校の先生や交流
　　　館職員、市内で活動する
　　　団体やサークルの方

定員：30名

「eco-Tまるごと活用講座」

いろいろ使えるeco-Tを、ぜひご活用ください♪

燃やすごみのゆくえを探検
して、エコ博士になろう！

イベント出展

エコクラフトやゲーム、
クイズが人気です。

まぜればごみ
分ければ資源
豊田市民１人が１日に
出すごみの量は？分別
を楽しくおぼえてやっ
てみよう！

かんきょう
かみしばい

子どもたちが大好きな
紙しばいがいっぱい！
土・日・祝日の定時上
演も始まるよ。

スーパー・
えこっと

お店に入るとナゾの指
令書が…。買い物かご
を持って、プログラム
スタート。

３Ｒって
な～んだ？

ごみを減らすには、何
をすればいいのかな？
キーワードは「３Ｒ」！

出前授業・出前講座

学校にも、地域にも。内
容はご要望に応じます。

①オリエンテーション

参加メンバーどうしで
交流。「豊田産はどれ
だ？」クイズも実施。

平成26年度は「いきものめぐみ塾」と題して、
山・川・里・海・まちをめぐる講座を準備
中。お楽しみに♪

②フィールドワーク

旭地区のお寺で、合鴨
の調理、ピザづくり、
しめ縄づくりを体験。

③エコパーティの企画

メニューの詳細を決め
て、地元産の食材の入
手方法も調べました。

④エコパーティ

ピザをつくって家族を
おもてなし。子どもた
ちの提案で環境劇も。

⑤講座の報告づくり

体験したこと、感じた
ことなどを壁新聞にま
とめて発表しました。

ゴールデンウィークは
eco-T へ！



祝日の見学は
おすすめ♪

楽しく外国語入門！ハングル文字を
２時間で読めるように学習します。
参加費／300円
〈小学３年生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

世界のことば入門
～ハングルを読もう～

11月11日（日）

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

「省エネライフ大作戦」「省エネライフ大作戦」 広告でつくるごみ入れ

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

【作り方】
①広告をたて長に置いて上半分を折り、次に左半分を折る。
②上の１枚を広げて三角形の袋をつくる。裏返して、反対側も同様。
③左側の１枚を右側に持っていく。裏返して、反対側も同様。
④左右を折って真ん中で合わせる。裏返して、反対側も同様。
⑤手前の部分を上に折る。裏返して、反対側も同様。
⑥中を広げて、できあがり♪

【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

Ａ

ぷちエコクイズの答え　　①Ａ　②グリーンコンシューマー　③Ａ　④ア…Ｄ、イ…Ｂ、ウ…Ｅ、エ…Ａ、オ…Ｃ 詳しいことは、eco-T展示室で学べるよ！

写真や日記で日々の

成長を記録したり、

温度の違いを調べる

と楽しさ倍増！

身近な材料で簡単にできちゃいます♪

お米でもケーキが

つくれますよ♪

期間展示

７月31日（火）～８月２日（木）12：00～16：00

６月26日（火）～７月16日（月・祝）
９：00～17：00

お家でできる省エネを学んで、暑い夏をのりきろう！
エコクラフトもできるよ♪

夏休みの
予告

夏休みの
予告

やってみよう、エコ家事♪
～整理整とん・そうじ・洗たく編～
やってみよう、エコ家事♪
～整理整とん・そうじ・洗たく編～

季節に合った野菜を選ぼう

展示解説ボランティア育成講座（全６回）

日程：11/21（水）、12/4（火）、12/12（水）、
　　　1/16（水）、1/24（木）、1/30（水）
＊締め切り：11/13（火）
詳細はeco-Tまでお問い合わせください。

10：00～12：00

未来へのエコットーク2012
～おいしい野菜を食卓へ～

安全で安心な野菜はどうやって手に入れればいいのでしょ
うか？私たちが選ぶときのヒントをうかがいます。
※講演終了後、講師と語るティータイムがあります。
　（16：30まで、希望者のみ）

13：30～15：30

エコライフの案内役となるボランティア（イン
タープリター）を募集します！

２月９日（土）　13：30～15：30

やじろべえやヨットはどうして
倒れないの？実験や工作を通し
て、自然のバランスについて考
えます。
参加費／300円

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員20名〉

旬のものをモチーフに、オリジナル絵はがきを描きます。
持ち物／（あれば）線を書く小筆、
　　　　色づけ用の筆、筆洗い
　　　　用の空きびん、描きた
　　　　いモチーフ（野菜、花
　　　　など）

〈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」　～おもりのはたらき～
4月13日（日）　10：00～12：00

4月26日（土）　10：00～12：00

表紙をご覧ください。
eco-Tまるごと活用講座

エコ絵手紙講座　～春編～

残りものを利用して、ご飯ピザ
をつくります。
持ち物／エプロン、三角巾、
　　　　ふきん、マイはし
参加費／300円

〈小学生以上の親子　定員10組〉

5月11日（日）　10：00～13：00
エコットクッキング　～冷蔵庫すっきり料理術～

整理整とんのコツ４･５月の講座・イベント情報４･５月の講座・イベント情報

＜　　　　　　　　　　　＞未就園児の親子　15組
参加費　　　　　50円

エコット劇団「め
ぐり座」の公演！

渡刈クリーンセンターに
運ばれてきた

「クールシェア」で涼しく過ごそう

秋の夜長に読書はいかが？

気軽に「リユース」始めてみませんか♪気軽に「リユース」始めてみませんか♪
４月の講座：３月19日（水）10時から　　５月の講座：４月19日（土）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

オリジナルエコ
バッグづくりも
します。

春の三河湾で
潮干狩りに挑戦してみよう♪
春の三河湾で
潮干狩りに挑戦してみよう♪

子ども同伴でも参加できますが、託児はありません。

　春は始まりの季節。入学や入社を機に必要なものが増えることも多い季節です。家具や家電などを新しく買う
のもうれしいですが、リサイクルショップを利用すると、環境にやさしく、しかもお得！私たちにできる「リユー
ス ＝ ものをくりかえし使うこと」の１つですね。

　豊田市では毎年、
渡刈クリーンセンタ
ーに運び込まれた
「燃やすごみ」を使っ
て、ごみの中身を調
べています。

再生紙のバンドを使って、お弁当を入れるバッグをつくります。
持ち物／おてふき、はさみ、洗濯ばさみ（10個）、定規、
　　　　（あれば）手芸用ボンド、めうち、メジャー
参加費／300円

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

かんたんエコ手芸教室　～お弁当バッグをつくろう～

１枚分の目安は、
大さじ１

ひな人形はうずらの卵、

かみはのり、目は黒ゴマです♪

入札はとっても簡単です♪入札はとっても簡単です♪

出張！eco-T出張！eco-T

申込み不要です。
直接お越しください

12/11（水）　10：00～12：00

冬の森であそぼう

＜未就園児の親子　10組＞　＜参加費　150円＞

豊田のお米を使って、巻き寿司とカップ寿司をつくります。

エコ・キッズスペース

親子 de クッキング
対象：未就園児の親子
定員：15組
★いつでも申込み受付中

２/13（水）

エコットマンと遊ぼう
対象：小学生以下の親子
定員：25組
★２/19（火）10時から受付開始

３/27（水）

親子あそびとくらしに役立つエコ豆知識が学べます。
いずれも10：00～12：00

エコ・キッズスペース

4月27日（日）　10：00～12：00

学校給食などの牛乳パックをリサ
イクル。お店で探してみてね！

豊田市民のオリジナルティシュ

「燃やすごみ」の
中身を見てみよう

４/23（水）　10：00～12：00

親子で渡刈クリーン
センターの見学にいこう

＜未就園児の親子　15組＞

エコ・キッズスペース
牛乳パックのおもちゃもつくります。

5月17日（土）　10：00～12：00

段ボールを重ねて車をつくります。
持ち物／はさみ、のり、ボンド、
　　　　カッター
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

エコクラフト講座　～段ボールを使っておもちゃをつくろう～
5月25日（日）　10：00～12：00

バケツを使った米づくりの方法
を学び、田植えをして持ち帰り
ます。
参加費／500円
〈小学生以上の親子　定員10組〉

バケツ稲を育てよう
5月18日（日）　10：00～12：00

自然ふれあいフェスタ2014ふれ愛フェスタ2014

　eco-Tと同じ渡刈クリーンセンター内に、豊田市が運営す
る家具等のリユース施設「リユース工房」があります。eco-T
への来館と合わせて、ぜひ一度のぞいてみてください。

　昨年度のエコットフェスタで好評だった「リ
ユースひろば」。今年も６月１日（日）、エコッ
トフェスタ2014での開催が決まりました！お
楽しみに♪

知っていますか？ リユース工房

　粗大ごみとして出された家具等を清掃・修理して、リユース家具として展示販売している施設です。ものを
大事に長く使う意識やごみの減量、再使用への理解を深めることを目的としています。
　毎月、タンスや食器棚、机、ソファーなど、40～50点のリユース家具を展示販売中です。

＊豊田市のホームページから家具のリストが見られます。

リユース工房とは

①リユース工房にて展示品の状態を確認
②リユース工房で入札書を記入して入札箱へ
③落札者の決定（落札者のみ電話連絡）
④落札者は落札金額をリユース工房で納入し、
　その後、家具などを自己搬出

リユース家具の購入の流れ スケジュール
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展示・入札期間

第３回目の木曜日の正午まで展示・入札 ⇒ 午後、開札（落札者決定）午 前
午 後

支払い・引渡し期間 閉館日

昨年度の様子

予 告

eco-Tからは「かえっこバザール」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：５月25日（日）10：00～16：00
場　所：豊田市中心市街地一帯

※詳細は各イベントのチラシやHPをご覧ください

新ネイチャーセンターのオープン４周年記念イベント。
新緑が心地よい季節にeco-Tからも出展します。
日　時：５月25日（日）10：00～16：00
場　所：豊田市自然観察の森

① ② ③ ④ ⑤

広告１枚でかんたん♪

キッチンで出る野菜くずなどを

入れるのに便利です

eco-Tのかえっこバザールで
ためたポイントも使えるよ！

４・５月の
休 館 日

4/7（月）、4/14（月）、4/21（月）、4/28（月）、
5/12（月）、5/19（月）、5/26（月）

※5/5（月・祝）は開館

展示室のプログラムがリニューアルします
5/3（土）から、４つの新プログラムが登場！
ぜひ遊びに来てくださいね♪
※詳細は表紙をご覧ください。

リユース工房の様子

⑥



祝日の見学は
おすすめ♪

楽しく外国語入門！ハングル文字を
２時間で読めるように学習します。
参加費／300円
〈小学３年生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

世界のことば入門
～ハングルを読もう～

11月11日（日）

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

「省エネライフ大作戦」「省エネライフ大作戦」 広告でつくるごみ入れ

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

【作り方】
①広告をたて長に置いて上半分を折り、次に左半分を折る。
②上の１枚を広げて三角形の袋をつくる。裏返して、反対側も同様。
③左側の１枚を右側に持っていく。裏返して、反対側も同様。
④左右を折って真ん中で合わせる。裏返して、反対側も同様。
⑤手前の部分を上に折る。裏返して、反対側も同様。
⑥中を広げて、できあがり♪

【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

Ａ

ぷちエコクイズの答え　　①Ａ　②グリーンコンシューマー　③Ａ　④ア…Ｄ、イ…Ｂ、ウ…Ｅ、エ…Ａ、オ…Ｃ 詳しいことは、eco-T展示室で学べるよ！

写真や日記で日々の

成長を記録したり、

温度の違いを調べる

と楽しさ倍増！

身近な材料で簡単にできちゃいます♪

お米でもケーキが

つくれますよ♪

期間展示

７月31日（火）～８月２日（木）12：00～16：00

６月26日（火）～７月16日（月・祝）
９：00～17：00

お家でできる省エネを学んで、暑い夏をのりきろう！
エコクラフトもできるよ♪

夏休みの
予告

夏休みの
予告

やってみよう、エコ家事♪
～整理整とん・そうじ・洗たく編～
やってみよう、エコ家事♪
～整理整とん・そうじ・洗たく編～

季節に合った野菜を選ぼう

展示解説ボランティア育成講座（全６回）

日程：11/21（水）、12/4（火）、12/12（水）、
　　　1/16（水）、1/24（木）、1/30（水）
＊締め切り：11/13（火）
詳細はeco-Tまでお問い合わせください。

10：00～12：00

未来へのエコットーク2012
～おいしい野菜を食卓へ～

安全で安心な野菜はどうやって手に入れればいいのでしょ
うか？私たちが選ぶときのヒントをうかがいます。
※講演終了後、講師と語るティータイムがあります。
　（16：30まで、希望者のみ）

13：30～15：30

エコライフの案内役となるボランティア（イン
タープリター）を募集します！

２月９日（土）　13：30～15：30

やじろべえやヨットはどうして
倒れないの？実験や工作を通し
て、自然のバランスについて考
えます。
参加費／300円

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員20名〉

旬のものをモチーフに、オリジナル絵はがきを描きます。
持ち物／（あれば）線を書く小筆、
　　　　色づけ用の筆、筆洗い
　　　　用の空きびん、描きた
　　　　いモチーフ（野菜、花
　　　　など）

〈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」　～おもりのはたらき～
4月13日（日）　10：00～12：00

4月26日（土）　10：00～12：00

表紙をご覧ください。
eco-Tまるごと活用講座

エコ絵手紙講座　～春編～

残りものを利用して、ご飯ピザ
をつくります。
持ち物／エプロン、三角巾、
　　　　ふきん、マイはし
参加費／300円

〈小学生以上の親子　定員10組〉

5月11日（日）　10：00～13：00
エコットクッキング　～冷蔵庫すっきり料理術～

整理整とんのコツ４･５月の講座・イベント情報４･５月の講座・イベント情報

＜　　　　　　　　　　　＞未就園児の親子　15組
参加費　　　　　50円

エコット劇団「め
ぐり座」の公演！

渡刈クリーンセンターに
運ばれてきた

「クールシェア」で涼しく過ごそう

秋の夜長に読書はいかが？

気軽に「リユース」始めてみませんか♪気軽に「リユース」始めてみませんか♪
４月の講座：３月19日（水）10時から　　５月の講座：４月19日（土）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

オリジナルエコ
バッグづくりも
します。

春の三河湾で
潮干狩りに挑戦してみよう♪
春の三河湾で
潮干狩りに挑戦してみよう♪

子ども同伴でも参加できますが、託児はありません。

　春は始まりの季節。入学や入社を機に必要なものが増えることも多い季節です。家具や家電などを新しく買う
のもうれしいですが、リサイクルショップを利用すると、環境にやさしく、しかもお得！私たちにできる「リユー
ス ＝ ものをくりかえし使うこと」の１つですね。

　豊田市では毎年、
渡刈クリーンセンタ
ーに運び込まれた
「燃やすごみ」を使っ
て、ごみの中身を調
べています。

再生紙のバンドを使って、お弁当を入れるバッグをつくります。
持ち物／おてふき、はさみ、洗濯ばさみ（10個）、定規、
　　　　（あれば）手芸用ボンド、めうち、メジャー
参加費／300円

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

かんたんエコ手芸教室　～お弁当バッグをつくろう～

１枚分の目安は、
大さじ１

ひな人形はうずらの卵、

かみはのり、目は黒ゴマです♪

入札はとっても簡単です♪入札はとっても簡単です♪

出張！eco-T出張！eco-T

申込み不要です。
直接お越しください

12/11（水）　10：00～12：00

冬の森であそぼう

＜未就園児の親子　10組＞　＜参加費　150円＞

豊田のお米を使って、巻き寿司とカップ寿司をつくります。

エコ・キッズスペース

親子 de クッキング
対象：未就園児の親子
定員：15組
★いつでも申込み受付中

２/13（水）

エコットマンと遊ぼう
対象：小学生以下の親子
定員：25組
★２/19（火）10時から受付開始

３/27（水）

親子あそびとくらしに役立つエコ豆知識が学べます。
いずれも10：00～12：00

エコ・キッズスペース

4月27日（日）　10：00～12：00

学校給食などの牛乳パックをリサ
イクル。お店で探してみてね！

豊田市民のオリジナルティシュ

「燃やすごみ」の
中身を見てみよう

４/23（水）　10：00～12：00

親子で渡刈クリーン
センターの見学にいこう

＜未就園児の親子　15組＞

エコ・キッズスペース
牛乳パックのおもちゃもつくります。

5月17日（土）　10：00～12：00

段ボールを重ねて車をつくります。
持ち物／はさみ、のり、ボンド、
　　　　カッター
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

エコクラフト講座　～段ボールを使っておもちゃをつくろう～
5月25日（日）　10：00～12：00

バケツを使った米づくりの方法
を学び、田植えをして持ち帰り
ます。
参加費／500円
〈小学生以上の親子　定員10組〉

バケツ稲を育てよう
5月18日（日）　10：00～12：00

自然ふれあいフェスタ2014ふれ愛フェスタ2014

　eco-Tと同じ渡刈クリーンセンター内に、豊田市が運営す
る家具等のリユース施設「リユース工房」があります。eco-T
への来館と合わせて、ぜひ一度のぞいてみてください。

　昨年度のエコットフェスタで好評だった「リ
ユースひろば」。今年も６月１日（日）、エコッ
トフェスタ2014での開催が決まりました！お
楽しみに♪

知っていますか？ リユース工房

　粗大ごみとして出された家具等を清掃・修理して、リユース家具として展示販売している施設です。ものを
大事に長く使う意識やごみの減量、再使用への理解を深めることを目的としています。
　毎月、タンスや食器棚、机、ソファーなど、40～50点のリユース家具を展示販売中です。

＊豊田市のホームページから家具のリストが見られます。

リユース工房とは

①リユース工房にて展示品の状態を確認
②リユース工房で入札書を記入して入札箱へ
③落札者の決定（落札者のみ電話連絡）
④落札者は落札金額をリユース工房で納入し、
　その後、家具などを自己搬出

リユース家具の購入の流れ スケジュール
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展示・入札期間

第３回目の木曜日の正午まで展示・入札 ⇒ 午後、開札（落札者決定）午 前
午 後

支払い・引渡し期間 閉館日

昨年度の様子

予 告

eco-Tからは「かえっこバザール」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：５月25日（日）10：00～16：00
場　所：豊田市中心市街地一帯

※詳細は各イベントのチラシやHPをご覧ください

新ネイチャーセンターのオープン４周年記念イベント。
新緑が心地よい季節にeco-Tからも出展します。
日　時：５月25日（日）10：00～16：00
場　所：豊田市自然観察の森

① ② ③ ④ ⑤

広告１枚でかんたん♪

キッチンで出る野菜くずなどを

入れるのに便利です

eco-Tのかえっこバザールで
ためたポイントも使えるよ！

４・５月の
休 館 日

4/7（月）、4/14（月）、4/21（月）、4/28（月）、
5/12（月）、5/19（月）、5/26（月）

※5/5（月・祝）は開館

展示室のプログラムがリニューアルします
5/3（土）から、４つの新プログラムが登場！
ぜひ遊びに来てくださいね♪
※詳細は表紙をご覧ください。

リユース工房の様子

⑥



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

　２月は省エネルギー月間です。衣服を工夫すれば暖房に頼りすぎずに快適に過ごすことができます。最近は、
オシャレで機能的なグッズも増えてきました♪ウォームビズで冬も省エネしませんか。

編集後記編集後記
　２月には、２度の大雪にびっくり。豊田市内でも、山間地では
積雪が40cmを超えたところがありました。雪の重みで木の枝が
折れたり、ビニールハウスがつぶれたり、２日間以上も停電した
り・・・この大雪も地球温暖化や気候変動の影響なのでしょうか。
　さて、お知らせです。eco-Tの近くにバス停ができました。末
野原・三河豊田・三河上郷駅を通る上郷地域バスの「末野原線」が、
火・木曜日に運行しています。最寄停留所は「豊寿園」です。

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

eco-T日記（ブログ）より ブログアドレス　http://eco-toyota.com/blog エコドライブすごろくに挑戦！急発進はガソ
リンのムダ！ふんわりアクセルでいこう♪

ペレットストーブをめぐる現状や実際
の使い勝手などを学びました。

PTA主催のイベント。缶バッジ＆エコ
バッグづくりでは、個性が光りました。

2/1（土）省エネのヒントがいっぱい！ 2/4（火）木質バイオマスの可能性 2/12（水）元城ファクトリーに出展

３つの首（首、手首、足首）
をあたためよう

とよたこどもエコクラブ
交流発表会

とよたこどもエコクラブ
交流発表会

　学校や地域で活動しているこどもエコクラブが
１年間の活動の成果を発表します。

昨年度の様子

衣服の工夫で冬も省エネ！
～ ウォームビズでぽかぽかライフ ～

ウォームビズの心得
あったか素材を選ぼう 衣服を重ねて、体感温度をアップしよう

出典：家庭の省エネ大事典
　　　（財団法人 省エネルギーセンター）

薄くて
あたたかい
機能性素材

みなさん、
ぜひ見に来て
ください！

どなたでも
参加できます

日時
2/25（土）
10：00～12：00
場所
eco-T ２階
多目的室
＊臨時駐車場を
　ご利用ください

ひざかけカーディガン

＋2.2℃ ＋2.5℃

　「スペシャルなピザへの道！」と題して、５回にわたり実施しま
した。アイデアを出し合い、得意なことを持ち寄って、楽しく活動
することができました。

利用再開日

６月１日（金）

★eco-Tの魅力★

エコに関する雑誌や本がそろって
います。絵本もたくさんあるよ！

eco-Tの展示学習
プログラムからの
クイズじゃよ

ここで紹介しきれないものはeco-T日記にあるよ♪

一緒に楽しく
学ぼう！

ジュニアインタープリター育成講座
～バスツアー 割れたお皿はどこへ行く？～

11/26（土） 11/24（日）～2/9（日）

この他にも、楽しい催しが盛りだくさん♪　詳細は、裏面もしくはeco-Tホームページ（http://eco-toyota.com/）をご覧ください。

9/10（火）～10/31（木）

6/3（日）

タイトル：17pt
小タイトル：12pt
本文：10.5pt
キャプション：9pt

※駐車場には限りがあります。乗り合せてご来場いただくか、シャトルバスをご利用ください。

　今年のエコットキッズタウンは豊田産業文化セ
ンターで開催しました。住民は３日間で約650
人！みんなのアイデアがつまった“まち”が出来
上がりました。楽しい夏の思い出になったかな？

今年初登場の保健センター

手づくりパッカー車でごみ収集 子ども実行委員も大活躍！

お店を出すんだと初日から大はりきり♪

ウォームシェア
おうちではみんなでひとつの部屋
に、お店や公共施設などあたたか
くすごせる場所に集まろう！

持てるかな？エネルギーのかばん とよたこどもエコクラブ
交流・発表会

山田家の台所

　12月に開催した
期間展示「私のまち
の未来基準」には
159名の方が来館
されました。

日　時　2月９日（土）13：30～15：30
その他　満車の場合は、臨時駐車場をご案内します

　電気やガス、石油など多くの「エネルギー」に支え
られている私たちのくらし。一体どれくらいのエネ
ルギーを、どんなことに使っているのでしょうか？
そのナゾを解き明かし、自分にあった“省エネのヒン
ト”を探ろう！

　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（金）
　～2月24日（日）
９：00～17：00

昨年度の様子

展示の様子

発電体験も
　できるよ♪

　廃材や自然素材を利用したクラフトができる『エコットひろば』が、４月から始
まります。少人数制なので、eco-Tに初めて来る方も気軽に参加してくださいね♪

豊 田

次回は10/12（土）13：00～鞍ケ池公園
主催：豊田青年会議所

交流発表会に５団体、79名が参加。人
形劇を使った発表など工夫がありました。

マークをヒントにごみ分別に挑戦！渡刈クリ
ーンセンターでは、ごみの多さにびっくり！

生物多様性の大切さを学び、自然ととも
にあるくらし方をみんなで考えました。

2/16（日）こどもエコクラブ交流発表会 2/21（金）中山小学校１年生が来館 3/6（木）豊かな自然をいつまでも

11～３月のeco-T11～３月のeco-T

使い方にも、ひと工夫を！

　夜が長い冬は、照明をつける時間が長くなりますね。照明
は、家庭で電気をたくさん使う機器の第2位。電球を電球型蛍
光灯やLED電球に交換することは効果的な省エネになり、「一
石三鳥」です！

　二重の蛍光灯は、片方だけの方が「ちょうどいい」と感じる方も
いるのではないでしょうか？テレビも同じですが、「明るすぎ」は
もったいないですよ。

ひとみ

　昨秋からインタープリターが知恵をしぼり準備を進めています。
５月3日（土）から、４つの新プログラムが登場！

展示室のプログラムがリニューアルします♪展示室のプログラムがリニューアルします♪

渡刈クリーンセンターの見学

　展示室や渡刈クリーンセンターでエコライフを学んだり、サークルで調
理室やワークショップルームを利用したり、本や紙しばいを読んだり・・・
自分のペースでゆっくり過ごすことができます。館外での活動も盛んです。 eco-Tの利用方法や環境学習の

授業・講座・イベントのサポー
ト内容などをお伝えします。

日時：４月27日（日）
　　　10：00～12：00

対象：小・中学校の先生や交流
　　　館職員、市内で活動する
　　　団体やサークルの方

定員：30名

「eco-Tまるごと活用講座」

いろいろ使えるeco-Tを、ぜひご活用ください♪

燃やすごみのゆくえを探検
して、エコ博士になろう！

イベント出展

エコクラフトやゲーム、
クイズが人気です。

まぜればごみ
分ければ資源
豊田市民１人が１日に
出すごみの量は？分別
を楽しくおぼえてやっ
てみよう！

かんきょう
かみしばい

子どもたちが大好きな
紙しばいがいっぱい！
土・日・祝日の定時上
演も始まるよ。

スーパー・
えこっと

お店に入るとナゾの指
令書が…。買い物かご
を持って、プログラム
スタート。

３Ｒって
な～んだ？

ごみを減らすには、何
をすればいいのかな？
キーワードは「３Ｒ」！

出前授業・出前講座

学校にも、地域にも。内
容はご要望に応じます。

①オリエンテーション

参加メンバーどうしで
交流。「豊田産はどれ
だ？」クイズも実施。

平成26年度は「いきものめぐみ塾」と題して、
山・川・里・海・まちをめぐる講座を準備
中。お楽しみに♪

②フィールドワーク

旭地区のお寺で、合鴨
の調理、ピザづくり、
しめ縄づくりを体験。

③エコパーティの企画

メニューの詳細を決め
て、地元産の食材の入
手方法も調べました。

④エコパーティ

ピザをつくって家族を
おもてなし。子どもた
ちの提案で環境劇も。

⑤講座の報告づくり

体験したこと、感じた
ことなどを壁新聞にま
とめて発表しました。

ゴールデンウィークは
eco-T へ！


