
やさしい音色
をお楽しみく
ださい。

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
　eco-Tでは、夏に向けての準備を進めています。１つは『緑

のトンネル』。６月1日（日）のエコットフェスタでは、ご家庭

での緑のカーテンのやり方もお伝えしますので、ぜひ挑戦して

ください！他にも、涼しい場所をみんなで分かち合う『クール

シェア』など、楽しい企画を準備中です。お楽しみに♪

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

eco-Tは私たちがつくる私たちの学習施設。
市民と行政と事務局が気持ちを共有してスタート！

夏の暑さをしのく緑のトンネル。今年はパッ
ションフルーツにも挑戦。早く実るといいな。

見学、出前、イベント出展、グッズの貸出・・・
「エコのこと」困ったら気軽にご相談ください。

4/9（水）平成26年度事業計画説明会 4/26（土）緑のトンネル準備中！ 4/30（水）eco-Tまるごと活用講座

子どものペースにあわせて、のんびりした雰囲気で開催しています。親子でできる「プチエコ体験」も人気です。

エコ・キッズスペース 3/12（水）・4/23（水）

３～４月のeco-T３～４月のeco-T

ゲームや工作、燃やすごみのゆくえの探検（渡刈クリ
ーンセンター見学ツアー）など、わくわく楽しい体験
がいっぱい！

今後の予定大きな布で遊ぼう（3/12）

親子クッキングやトヨタの森での
自然体験など・・・お楽しみに♪

布の使い方次第で、子どもたちの遊びが
広がっていきます♪
こちらは布団カバーです。

子どもたちは「ごみ収集車」に夢中、
お母さんたちは「ごみの多さ」に驚き。
できるだけ減らしたいですね！

＊日程は、エコット通信や広報とよた、
　HPでお知らせします。

渡刈クリーンセンターの見学に行こう（4/23）

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

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
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粗大ごみの再生施設

スケジュール

６月１日（日）9：30～15：00　　豊田市環境学習施設eco-T

※詳細はeco-Tのホームページ（http://www.eco-toyota.com）もしくは、eco-T事務局（TEL：26－8058）にお問い合わせください。
※駐車場の詳細はホームページでお知らせします。数に限りがありますので、温暖化防止のためにもお乗り合せの上ご来場ください。

この他にも、楽しい催しが盛りだくさん♪

未就園児の親子
対象

eco-Tオープン７周年記念イベント
エコットフェスタ2014

ご家庭で眠っている食器、着な
くなった子ども服、読み終えた
本の交換会。気に入ったものが
あれば、当日お持ち帰りいただ
けます（無料）。

ご家庭で眠っているグッズをお持ちください！
誰かに使ってもらえるといいなぁ。そんなグッズが
ありましたら、欲しい人に譲りませんか？
募集期間：5月1日（木）～5月30日（金）
場　　所：eco-T

もったいない陶器市　子ども服交換会
くるっと文庫

五平餅、炭火焼フランク、ケーキ、
パンなど、とよたのおいしいもの
がいっぱい！

エコットマルシェ ～とよたの魅力発見～

牛乳パック10枚と豊田市民のオリジナルティシュ
「モーいちど」が交換できます。
＊1ℓサイズで、内面が白色のものに限ります。
　開いて、洗って持って来てください。
　1家族50枚までとさせていただきます。

とよたエコライフ倶楽部

おなじみのお
もちゃや絵本
の交換会。

かえっこバザール ミニ

ハンドベルコンサート
（チアーズ）

天然温泉の足
湯であったま
ろう♪

石畳足湯
in eco-T ポイSTOPくん、リサと

記念写真を撮ろう！

スタンプをためると
記念品がもらえるよ♪

タオルを
持参ください

リユース工房も開館中
清掃・補修されたリユース家具を

展示販売しています。
＊購入方法など詳細は裏面をごらんください

これまでにためたポイントも使えるよ！

エコ屋台村 ～スタンプラリーでミニエコ体験～



？
？？ ！！！

展示学習プログラム「スタンプラリー」開催中

物があたたまるのはなぜ？実験を通
して、電子レンジの仕組みと電磁波
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〉

地元産の大豆を使って、手づくりとうふと
おから料理をつくります。
参加費／500円
〈18歳以上（幼児同伴可）　定員12名〉

もった博士の「かがく倶楽部」　～電子レンジとあそぼう～
6月8日（日）　10：00～12：00

6月20日（金）　10：00～13：00
おいしい手作りワークショップ

くだものからジュースを手づく
りして、飲み比べ体験もします。
持ち物／エプロン、三角巾、
　　　　ふきん
参加費／200円

〈小学生以上の親子　定員10組〉

7月13日（日）　13：30～15：30
エコットクッキング　～旬のくだものでジュースをつくろう～

使わなくなった皮製品を使って、オリジナルタッセル（房
飾り）をつくります。
持ち物／使わなくなった皮（レザー）（15センチ角）、裁縫道
　　　　具、定規、（あれば）リ
　　　　ボン、ビーズ、壊れた
　　　　ネックレス等の装飾品
参加費／50円
〈中学生以上　定員15名〉

7月19日（土）　10：00～12：00
かんたんエコ手芸教室　～レザーでタッセルをつくろう～

eco-Tに来ると
答えがわかるのじゃ！

答えは１つだけとは
限らないぞよ！

ぷちエコクイズに挑戦！ ～ eco-Tの展示室で楽しく学ぼう ～ぷちエコクイズに挑戦！ ～ eco-Tの展示室で楽しく学ぼう ～６月の講座：５月20日（火）10時から　　７月の講座：６月19日（木）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

「環境」「交通安全」など、大切だ
と思うことを表現します。
持ち物／画板、絵具セット、クレ
　　　　ヨン、画用紙、タオル、
　　　　（必要な方は）お弁当、水筒

〈小学生（１・２年は保護者同伴）　定員各25名〉

夏休み課題のポスターを描こう！

人力発電機

６/25（水）　10：00～12：00

マスクをつくろう

＜未就園児の親子　10組＞　＜参加費　100円＞

エコ・キッズスペース

こども用のガーゼマスクをつくります。

7月19日（土）・20日（日）　10：00～15：00

段ボールを使って、おもしろい貯
金箱をつくります。
持ち物／はさみ、カッター、のり、
　　　　包装紙・色紙・シール（飾り用）

〈小学生（１・２年は保護者同伴）　定員20名〉

アイデア貯金箱をつくろう！
7月27日（日）　10：00～12：00

旬のものをモチーフに、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〉

エコ絵手紙講座　～夏編～
7月26日（土）　10：00～12：00

６・７月の
休 館 日

6/2（月）、6/9（月）、6/16（月）、6/23（月）、6/30（月）
7/7（月）、7/14（月）、7/22（火）、7/28（月） ※7/21（月・祝）は開館

エコットキッズタウン2014
～子どもがつくる子どものまち～

７月31日（木）～８月３日（日）12：00～16：00
対　象／小学１年生～中学３年生
　　　　※未就学児、大人の方は参加できません。
＊申込みは不要です。直接会場（eco-T）にお越しください。

子ども実行委員募集

対　象／小学４年生～中学３年生
内　容／まちづくりのアイデアを考えたり、グッズをつくりま
　　　　す。楽しいまちをつくる準備をみんなでしましょう。
＊申込みが必要です。事前にeco-T事務局（TEL26－8058）までご連絡ください。

5月18日（日）、6月22日（日）、7月13日（日）、7月30日（水）
いずれも9：30～11：30

祝日の見学は
おすすめ♪

６･７月の講座・イベント情報６･７月の講座・イベント情報

重曹の手づくり除湿剤

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】
・空きびん（口が広いもの）
・重曹・・・びんの高さ1/2～1/3の量
・アロマ精油・・・５～６滴
・ふた用のガーゼや不織布など
・ひも（または輪ゴム）

【作り方】
①空きびんに重曹を入れ、アロマ精油を加える。
②ガーゼなどでふたをして、ひもでしばって完成！ 

効果は３か月くらい。

アロマは、ユーカリや

ラベンダー、レモング

ラスがおすすめ♪

使い終わった重曹は再利用！
カチコチに固まっていても、まだまだ使えます！
フォークなどで崩して、キッチンやお風呂場の掃除に利用しましょう。

今年は４日間
開催♪

５/３～５/30
特別企画

展示室の４つのプログラムがリニューアル
オープンしました。
楽しく学んでエコ博士になろう！
とよたエコポイントがもらえるよ♪

５月下旬から、eco-T
のホームページでも答
えを公開します。ぜひ
ご覧ください！

eco-Tの展示学習プログラムからのクイズです。何問正解できるかな？

① テレビを１時間つけた
　 場合の電気代は？
Ａ 約1.5円　　Ｂ 約15円
Ｃ 約150円

② 再生可能エネルギーは
　 どれ？
Ａ 風力発電　　Ｂ 火力発電　　Ｃ 太陽光発電

だんだんおんだんか!? なんだか変
① 地球の気温はこれから
　 どうなる？
Ａ 下がる　　Ｂ 変わらない
Ｃ 上がる

② 家庭でいちばんたくさん
　 二酸化炭素を出しているものはどれ？
Ａ 自動車　　Ｂ 暖房　　Ｃ 照明・家電製品

エコライフすごろく
① これは何の
　 マーク？

② エコな行動はどれ？
Ａ 歯みがきの時に水を
　 出しっぱなし
Ｂ シャンプーは詰め替え用を買う
Ｃ 給食は残さず食べる 巨大サイコロを

ふってみよう！

夏休みの予告

豊田市エコファミリー
カードを持ってきてね！
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やさしい音色
をお楽しみく
ださい。

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
　eco-Tでは、夏に向けての準備を進めています。１つは『緑

のトンネル』。６月1日（日）のエコットフェスタでは、ご家庭

での緑のカーテンのやり方もお伝えしますので、ぜひ挑戦して

ください！他にも、涼しい場所をみんなで分かち合う『クール

シェア』など、楽しい企画を準備中です。お楽しみに♪

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

eco-Tは私たちがつくる私たちの学習施設。
市民と行政と事務局が気持ちを共有してスタート！

夏の暑さをしのく緑のトンネル。今年はパッ
ションフルーツにも挑戦。早く実るといいな。

見学、出前、イベント出展、グッズの貸出・・・
「エコのこと」困ったら気軽にご相談ください。

4/9（水）平成26年度事業計画説明会 4/26（土）緑のトンネル準備中！ 4/30（水）eco-Tまるごと活用講座

子どものペースにあわせて、のんびりした雰囲気で開催しています。親子でできる「プチエコ体験」も人気です。

エコ・キッズスペース 3/12（水）・4/23（水）

３～４月のeco-T３～４月のeco-T

ゲームや工作、燃やすごみのゆくえの探検（渡刈クリ
ーンセンター見学ツアー）など、わくわく楽しい体験
がいっぱい！

今後の予定大きな布で遊ぼう（3/12）

親子クッキングやトヨタの森での
自然体験など・・・お楽しみに♪

布の使い方次第で、子どもたちの遊びが
広がっていきます♪
こちらは布団カバーです。

子どもたちは「ごみ収集車」に夢中、
お母さんたちは「ごみの多さ」に驚き。
できるだけ減らしたいですね！

＊日程は、エコット通信や広報とよた、
　HPでお知らせします。

渡刈クリーンセンターの見学に行こう（4/23）

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

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
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粗大ごみの再生施設

スケジュール

６月１日（日）9：30～15：00　　豊田市環境学習施設eco-T

※詳細はeco-Tのホームページ（http://www.eco-toyota.com）もしくは、eco-T事務局（TEL：26－8058）にお問い合わせください。
※駐車場の詳細はホームページでお知らせします。数に限りがありますので、温暖化防止のためにもお乗り合せの上ご来場ください。

この他にも、楽しい催しが盛りだくさん♪

未就園児の親子
対象

eco-Tオープン７周年記念イベント
エコットフェスタ2014

ご家庭で眠っている食器、着な
くなった子ども服、読み終えた
本の交換会。気に入ったものが
あれば、当日お持ち帰りいただ
けます（無料）。

ご家庭で眠っているグッズをお持ちください！
誰かに使ってもらえるといいなぁ。そんなグッズが
ありましたら、欲しい人に譲りませんか？
募集期間：5月1日（木）～5月30日（金）
場　　所：eco-T

もったいない陶器市　子ども服交換会
くるっと文庫

五平餅、炭火焼フランク、ケーキ、
パンなど、とよたのおいしいもの
がいっぱい！

エコットマルシェ ～とよたの魅力発見～

牛乳パック10枚と豊田市民のオリジナルティシュ
「モーいちど」が交換できます。
＊1ℓサイズで、内面が白色のものに限ります。
　開いて、洗って持って来てください。
　1家族50枚までとさせていただきます。

とよたエコライフ倶楽部

おなじみのお
もちゃや絵本
の交換会。

かえっこバザール ミニ

ハンドベルコンサート
（チアーズ）

天然温泉の足
湯であったま
ろう♪

石畳足湯
in eco-T ポイSTOPくん、リサと

記念写真を撮ろう！

スタンプをためると
記念品がもらえるよ♪

タオルを
持参ください

リユース工房も開館中
清掃・補修されたリユース家具を

展示販売しています。
＊購入方法など詳細は裏面をごらんください

これまでにためたポイントも使えるよ！

エコ屋台村 ～スタンプラリーでミニエコ体験～


