
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
　いよいよ夏本番。今年もクールシェアで節電に取組みましょ
う。「エコットレシピ」で紹介した「まちでクールシェア」だ
けでなく、豊田市の農山村地域で過ごす「農山村でクールシェ
ア」も楽しいですよ。地域別のおすすめプランを掲載したパン
フレットをeco-Tで配布しています♪
　また、実際にやってみたクールシェアを豊田市に報告すると、
とよたエコポイントが100ポイントもらえます。この夏は、楽
しく涼んで、お得に過ごしませんか？

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

バケツの中に小さな田んぼ。「元気に
育ってね」と思いを込めて植えました。

6年目を迎えるくらしの環境学習推進校（今
年は16校）。体験を通して楽しく学びました。

食べ残し、手つかずの食品、調理くず・・・
ちょっとした工夫で減らせるよ！

5/20（火）バケツで稲を育てよう 6/4（水）ごみを減らすヒント「3Ｒ」 6/28（土）もったいない！食品ごみ

　インタープリターによるおなじみの「エコ屋台村」、食器や子ども服・本を交換する「リユースひろば」、
チアーズによる「ハンドベルコンサート」など・・・、そして、「エコットマルシェ」にも挑戦！地元産の
おいしいものや地域・環境にやさしいお店が集まりました。
　当日は、1,400人を超える来館者でにぎわいました。楽しく過ごしていただけましたか？

エコットフェスタ2014開催 6/1（日）

５～６月のeco-T５～６月のeco-T

インタープリターとの会話もはずみます。
（エコ屋台村）

おいしいもの、素敵なものがいっぱい！
（エコットマルシェ）

学習の成果をまとめた「エコかるた」でおもてなし！
（中山小学校５年生）

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

粗大ごみの再生施設

スケジュール

7周年を
お祝いしました♪
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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://www.eco-toyota.com/）をご覧ください。

夏休みはeco-Tで学ぼう、遊ぼう、クールシェアしよう！

日時：７月19日（土）～７月29日（火）
　　　８月５日（火）～８月31日（日）
　　　９：00～17：00

夏休みおたのしみ広場＆学習スペース

日時：７月19日（土）～７月29日（火）
　　　８月５日（火）～８月31日（日）
　　　９：00～17：00
対象：小学生～中学生
「ごみ」や「地球温暖化」をテーマにした
自由研究に役立つ本やDVD、グッズ
をそろえています。

自由研究相談コーナー

日時：７月31日（木）～８月３日（日）
　　　12：00～16：00（入場は15：30まで）
対象：小学生～中学生
キッズタウンでは、お仕事をして、
給料をもらって、税金も納めて・・・
楽しく社会の仕組みを学べます。また、
自分のお店を出したり、まちのルール
を相談していくこともできます。
みんなで魅力的なまちをつくろう♪

エコットキッズタウン2014　～こどもがつくるこどものまち～
日時：8月17日（日）10：00～12：00
遊ばなくなったおもちゃや絵本を持ってきてね♪
当日、エコ屋台村で体験すると、おもちゃと
交換できるカエルポイントがもらえるよ！
こどもスタッフ（お手伝い）も募集します。

かえっこバザール　～おもちゃの交換会～

花火に願いを

みんなで花火に
おもいをのせよう！

釣って！eco-T 特設「学習スペース」

渡刈クリーンセンターを見学しよう
日時：8月5日（火）　 ①10：00～12：00
　　　　　　　　　　②13：30～15：30
　　　8月7日（木）　 ③10：00～12：00
対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員：各10名
渡刈クリーンセンターやリユース工房を見学して、
自由研究に役立てよう！
＊申込受付：７/19（土）10：00から

町長選挙
やります♪

＊詳しくはeco-T事務局（TEL26－8058）
　までお問い合わせください

11：45からオークションを
開催するケロ

困った時は
相談してね♪

夏休み恒例！
人気企画

自由研究
応援企画

トレーやペット
ボトルなどでつ
くった海の生き
物を釣ってみよ
う！「３Ｒ」につ
いても学べるよ。

宿題をした
り、本を読
んだり、自
由に使える
机を用意し
ています。



豊かな自然に恵まれたまち とよたをいつまでも豊かな自然に恵まれたまち とよたをいつまでも
～私たちのくらしと生物多様性～８月の講座：７月19日（土）10時から　　９月の講座：８月19日（火）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

再生紙のバンドを使って、お菓子入れをつくります。
持ち物／おてふき、はさみ、洗濯ばさみ（10個）、定規、
　　　　手芸用ボンド、（あれば）めうち、メジャー
参加費／200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　～ハムスターのキャンディバスケットをつくろう～
8月19日（火）　10：00～12：00

いろいろなみそで五平餅をつくり、味や
特徴のちがいを学びます。
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん、マイはし
参加費／300円

〈小学生の親子　定員10組〉

エコットクッキング　～五平餅をつくろう～
9月28日（日）　10：00～13：00

はぎれや古布を使って、小さな三角型の小物入れをつくります。
持ち物／はぎれや古布、裁縫道具、定規、（あれば）チャコ
参加費／150円

〈中学生以上　定員15名〉

かんたんエコ手芸教室　～三角ポーチをつくろう～
9月20日（土）　10：00～12：00

８･９月の講座・イベント情報８･９月の講座・イベント情報

夏を涼しく過ごすアイデア♪

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

表紙をご覧ください。　＊申込み不要
〈小学生～中学生　定員なし〉

エコットキッズタウン2014　～こどもがつくるこどものまち～

表紙をご覧ください。
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員各10名〉

自由研究応援企画　～渡刈クリーンセンターを見学しよう～

8月5日（火）　①10：00～12：00　②13：30～15：30
8月7日（木）　③10：00～12：00

８・９月の
休 館 日

8/4（月）、8/11（月）、8/18（月）、8/25（月）、
9/1（月）、9/6（土）～9/8（月）、9/16（火）、9/22（月）、9/29（月）

＊9/15（月・祝）は開館 祝日の見学は
おすすめ♪

『未来へのエコットーク2014』

上勝町の３Rの取組みから循環型社会へのヒントを学びます。
日にち：８月24日（日）
講　師：藤井園苗さん
　　　　（NPO法人ゼロ・ウェイストアカデミー事務局長）

第１回　ごみゼロのまちを目指して

世界100か国で見た地球環境の変化を写真を通して実感
します。
日にち：９月14日（日）
講　師：松本英揮さん（NPO法人H-imagine代表）

第2回　地球の詩とスライド♪

環境問題の第一線で活動しているゲストをおまねきします。
日ごろの疑問やくらしに活かすヒントを聞いて、はじめの
一歩を踏み出してみませんか。
時間：いずれも13：30～15：30（終了後ティータイムあり）
対象：中学生以上　定員：50名
子ども同伴でも参加できますが、託児はありません。

今後の予定　第３回（11/9）、第４回（1/17）、第５回（3/1）

臨時休館日のお知らせ
９/６（土）、９/７（日）は、
施設点検のため休館します

「十五夜から見える地球」「十五夜から見える地球」期間展示

９月２日（火）～21日（日）　９：00～17：00

写真俳句を楽しもう（全5回）
自然や環境を写真とともに俳句や川柳で表現することを楽し
む連続講座。俳句の技法や写真の撮り方を学びます。
第１回　８月22日（金）
　　　　10：00～11：30
第２回　９月26日（金）
　　　　10：00～11：30
第３回　10月24日（金）
　　　　９：30～12：00
第４回　11月28日（金）
　　　　10：00～11：30
第５回　12月19日（金）
　　　　10：00～11：30

対象：18歳以上　　定員：15名
　　　＊申込受付：８/５（火）10：00から

今年は9月8日（月）が中秋の名月です。月のうさぎに変身して、
月から地球をながめてみよう！

7月31日（木）～8月3日（日）　12：00～16：00（入場15：30まで）

表紙をご覧ください。　＊申込み不要
〈定員なし〉

かえっこバザール
8月17日（日）　10：00～12：00

ドライアイスは何者か？実験やアイスづ
くりを通して考えます。
参加費／500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」　～ドライアイスの謎～
8月10日（日）　10：00～12：00

国産のまゆを使って、うさぎやひ
よこの指人形をつくります。
持ち物／はさみ、木工用ボンド、
　　　　油性マジック（細）黒・赤　　参加費／200円
講　師／愛知学泉短期大学生活デザイン総合学科 山本ゼミ
　　　　協力：NPO法人マルベリークラブ中部

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員20名〉

まゆでつくろう！指人形
8月6日（水）　13：00～15：30

　夏の暑い日に涼しい場所をみんなで共有する
のが『クールシェア』です。豊田市では、「おう
ちで」「農山村で」「まちで」の３つのクールシェア
を推進しています。

『とよたクールシェア』

ミントティーで
そう快感アップ！

リボンにアロマオイルをしみ
込ませて扇風機に結ぼう♪
うちわに垂らすのもおすすめ！

おすすめアロマオイル
◆スペアミント・ペパーミント
◆レモングラス　◆グレープフルーツ　など

山のめぐみ編 バスツアー

私たちのくらしとつながる生物多様性を学び、「これからどうすればよいのか」を考えていきましょう。

８月８日（金）
９：00～16：30
小水力発電・風力発電の見学や
山のめぐみを食べてみよう！
定員：30名　　参加費：1,500円
行先：どんぐり工房、面ノ木ブナ林（稲武）
　　　つくば水車の里（旭）
集合・解散：eco-T

里のめぐみ編 バスツアー
９月13日（土）
９：00～16：30
水田や畑の生き物の様子を
見に行こう！
定員：20名　参加費：1,000円
行先：すげの里（足助）、福蔵寺（旭）
集合・解散：eco-T

まちのめぐみ編 まち歩き
11月16日（日）
10：00～16：00
自然を見つけながらまちを歩き。
そして、移り変わりを見てみよう！
定員：20名　参加費：500円
行先：児ノ口公園、とよたエコフルタウン
　　　近代のくらしと産業の発見館
＊詳細は受付時にお知らせします

いきもののめぐみを伝えよう
2015年2月８日（日）（予定）
学んだことを発表します。
＊詳細は受付時に
　お知らせします

対象：小学生～中学生（小学３年生以下は保護者同伴）

第１回 第２回

第４回第３回

＊申込受付：開催前月の19日10：00から　　　　＊講座内容は変更になることがあります。ご了承ください。

　生物多様性とは、さまざまな生き物の存在とつながりの
ことです。地球上の生き物にはそれぞれに個性があって、
すべてが直接的・間接的に支えあって生きています。人間
もその一部であることを忘れてはいけません。

豊田市では、生物
多様性に関わる行
動目標ガイドブッ
クを発行していま
す。eco-Tでも配
布中です。

いきものめぐみ塾 参加者募集 生物多様性とのつながりを学びます

まちでクールシェア
　図書館などの公共施設や
お店で涼しく過ごそう！
　クールシェア協力店では、
クーポン券を使うとお得な
特典が受けられますよ。
＊詳細は、豊田市のホームページをご覧ください

クーポン券は
eco-Tでも配布中♪



豊かな自然に恵まれたまち とよたをいつまでも豊かな自然に恵まれたまち とよたをいつまでも
～私たちのくらしと生物多様性～８月の講座：７月19日（土）10時から　　９月の講座：８月19日（火）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

再生紙のバンドを使って、お菓子入れをつくります。
持ち物／おてふき、はさみ、洗濯ばさみ（10個）、定規、
　　　　手芸用ボンド、（あれば）めうち、メジャー
参加費／200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　～ハムスターのキャンディバスケットをつくろう～
8月19日（火）　10：00～12：00

いろいろなみそで五平餅をつくり、味や
特徴のちがいを学びます。
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん、マイはし
参加費／300円

〈小学生の親子　定員10組〉

エコットクッキング　～五平餅をつくろう～
9月28日（日）　10：00～13：00

はぎれや古布を使って、小さな三角型の小物入れをつくります。
持ち物／はぎれや古布、裁縫道具、定規、（あれば）チャコ
参加費／150円

〈中学生以上　定員15名〉

かんたんエコ手芸教室　～三角ポーチをつくろう～
9月20日（土）　10：00～12：00

８･９月の講座・イベント情報８･９月の講座・イベント情報

夏を涼しく過ごすアイデア♪

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

表紙をご覧ください。　＊申込み不要
〈小学生～中学生　定員なし〉

エコットキッズタウン2014　～こどもがつくるこどものまち～

表紙をご覧ください。
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員各10名〉

自由研究応援企画　～渡刈クリーンセンターを見学しよう～

8月5日（火）　①10：00～12：00　②13：30～15：30
8月7日（木）　③10：00～12：00

８・９月の
休 館 日

8/4（月）、8/11（月）、8/18（月）、8/25（月）、
9/1（月）、9/6（土）～9/8（月）、9/16（火）、9/22（月）、9/29（月）

＊9/15（月・祝）は開館 祝日の見学は
おすすめ♪

『未来へのエコットーク2014』

上勝町の３Rの取組みから循環型社会へのヒントを学びます。
日にち：８月24日（日）
講　師：藤井園苗さん
　　　　（NPO法人ゼロ・ウェイストアカデミー事務局長）

第１回　ごみゼロのまちを目指して

世界100か国で見た地球環境の変化を写真を通して実感
します。
日にち：９月14日（日）
講　師：松本英揮さん（NPO法人H-imagine代表）

第2回　地球の詩とスライド♪

環境問題の第一線で活動しているゲストをおまねきします。
日ごろの疑問やくらしに活かすヒントを聞いて、はじめの
一歩を踏み出してみませんか。
時間：いずれも13：30～15：30（終了後ティータイムあり）
対象：中学生以上　定員：50名
子ども同伴でも参加できますが、託児はありません。

今後の予定　第３回（11/9）、第４回（1/17）、第５回（3/1）

臨時休館日のお知らせ
９/６（土）、９/７（日）は、
施設点検のため休館します

「十五夜から見える地球」「十五夜から見える地球」期間展示

９月２日（火）～21日（日）　９：00～17：00

写真俳句を楽しもう（全5回）
自然や環境を写真とともに俳句や川柳で表現することを楽し
む連続講座。俳句の技法や写真の撮り方を学びます。
第１回　８月22日（金）
　　　　10：00～11：30
第２回　９月26日（金）
　　　　10：00～11：30
第３回　10月24日（金）
　　　　９：30～12：00
第４回　11月28日（金）
　　　　10：00～11：30
第５回　12月19日（金）
　　　　10：00～11：30

対象：18歳以上　　定員：15名
　　　＊申込受付：８/５（火）10：00から

今年は9月8日（月）が中秋の名月です。月のうさぎに変身して、
月から地球をながめてみよう！

7月31日（木）～8月3日（日）　12：00～16：00（入場15：30まで）

表紙をご覧ください。　＊申込み不要
〈定員なし〉

かえっこバザール
8月17日（日）　10：00～12：00

ドライアイスは何者か？実験やアイスづ
くりを通して考えます。
参加費／500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」　～ドライアイスの謎～
8月10日（日）　10：00～12：00

国産のまゆを使って、うさぎやひ
よこの指人形をつくります。
持ち物／はさみ、木工用ボンド、
　　　　油性マジック（細）黒・赤　　参加費／200円
講　師／愛知学泉短期大学生活デザイン総合学科 山本ゼミ
　　　　協力：NPO法人マルベリークラブ中部

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員20名〉

まゆでつくろう！指人形
8月6日（水）　13：00～15：30

　夏の暑い日に涼しい場所をみんなで共有する
のが『クールシェア』です。豊田市では、「おう
ちで」「農山村で」「まちで」の３つのクールシェア
を推進しています。

『とよたクールシェア』

ミントティーで
そう快感アップ！

リボンにアロマオイルをしみ
込ませて扇風機に結ぼう♪
うちわに垂らすのもおすすめ！

おすすめアロマオイル
◆スペアミント・ペパーミント
◆レモングラス　◆グレープフルーツ　など

山のめぐみ編 バスツアー

私たちのくらしとつながる生物多様性を学び、「これからどうすればよいのか」を考えていきましょう。

８月８日（金）
９：00～16：30
小水力発電・風力発電の見学や
山のめぐみを食べてみよう！
定員：30名　　参加費：1,500円
行先：どんぐり工房、面ノ木ブナ林（稲武）
　　　つくば水車の里（旭）
集合・解散：eco-T

里のめぐみ編 バスツアー
９月13日（土）
９：00～16：30
水田や畑の生き物の様子を
見に行こう！
定員：20名　参加費：1,000円
行先：すげの里（足助）、福蔵寺（旭）
集合・解散：eco-T

まちのめぐみ編 まち歩き
11月16日（日）
10：00～16：00
自然を見つけながらまちを歩き。
そして、移り変わりを見てみよう！
定員：20名　参加費：500円
行先：児ノ口公園、とよたエコフルタウン
　　　近代のくらしと産業の発見館
＊詳細は受付時にお知らせします

いきもののめぐみを伝えよう
2015年2月８日（日）（予定）
学んだことを発表します。
＊詳細は受付時に
　お知らせします

対象：小学生～中学生（小学３年生以下は保護者同伴）

第１回 第２回

第４回第３回

＊申込受付：開催前月の19日10：00から　　　　＊講座内容は変更になることがあります。ご了承ください。

　生物多様性とは、さまざまな生き物の存在とつながりの
ことです。地球上の生き物にはそれぞれに個性があって、
すべてが直接的・間接的に支えあって生きています。人間
もその一部であることを忘れてはいけません。

豊田市では、生物
多様性に関わる行
動目標ガイドブッ
クを発行していま
す。eco-Tでも配
布中です。

いきものめぐみ塾 参加者募集 生物多様性とのつながりを学びます

まちでクールシェア
　図書館などの公共施設や
お店で涼しく過ごそう！
　クールシェア協力店では、
クーポン券を使うとお得な
特典が受けられますよ。
＊詳細は、豊田市のホームページをご覧ください

クーポン券は
eco-Tでも配布中♪



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
　いよいよ夏本番。今年もクールシェアで節電に取組みましょ
う。「エコットレシピ」で紹介した「まちでクールシェア」だ
けでなく、豊田市の農山村地域で過ごす「農山村でクールシェ
ア」も楽しいですよ。地域別のおすすめプランを掲載したパン
フレットをeco-Tで配布しています♪
　また、実際にやってみたクールシェアを豊田市に報告すると、
とよたエコポイントが100ポイントもらえます。この夏は、楽
しく涼んで、お得に過ごしませんか？

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

バケツの中に小さな田んぼ。「元気に
育ってね」と思いを込めて植えました。

6年目を迎えるくらしの環境学習推進校（今
年は16校）。体験を通して楽しく学びました。

食べ残し、手つかずの食品、調理くず・・・
ちょっとした工夫で減らせるよ！

5/20（火）バケツで稲を育てよう 6/4（水）ごみを減らすヒント「3Ｒ」 6/28（土）もったいない！食品ごみ

　インタープリターによるおなじみの「エコ屋台村」、食器や子ども服・本を交換する「リユースひろば」、
チアーズによる「ハンドベルコンサート」など・・・、そして、「エコットマルシェ」にも挑戦！地元産の
おいしいものや地域・環境にやさしいお店が集まりました。
　当日は、1,400人を超える来館者でにぎわいました。楽しく過ごしていただけましたか？

エコットフェスタ2014開催 6/1（日）

５～６月のeco-T５～６月のeco-T

インタープリターとの会話もはずみます。
（エコ屋台村）

おいしいもの、素敵なものがいっぱい！
（エコットマルシェ）

学習の成果をまとめた「エコかるた」でおもてなし！
（中山小学校５年生）

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

粗大ごみの再生施設

スケジュール

7周年を
お祝いしました♪
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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://www.eco-toyota.com/）をご覧ください。

夏休みはeco-Tで学ぼう、遊ぼう、クールシェアしよう！

日時：７月19日（土）～７月29日（火）
　　　８月５日（火）～８月31日（日）
　　　９：00～17：00

夏休みおたのしみ広場＆学習スペース

日時：７月19日（土）～７月29日（火）
　　　８月５日（火）～８月31日（日）
　　　９：00～17：00
対象：小学生～中学生
「ごみ」や「地球温暖化」をテーマにした
自由研究に役立つ本やDVD、グッズ
をそろえています。

自由研究相談コーナー

日時：７月31日（木）～８月３日（日）
　　　12：00～16：00（入場は15：30まで）
対象：小学生～中学生
キッズタウンでは、お仕事をして、
給料をもらって、税金も納めて・・・
楽しく社会の仕組みを学べます。また、
自分のお店を出したり、まちのルール
を相談していくこともできます。
みんなで魅力的なまちをつくろう♪

エコットキッズタウン2014　～こどもがつくるこどものまち～
日時：8月17日（日）10：00～12：00
遊ばなくなったおもちゃや絵本を持ってきてね♪
当日、エコ屋台村で体験すると、おもちゃと
交換できるカエルポイントがもらえるよ！
こどもスタッフ（お手伝い）も募集します。

かえっこバザール　～おもちゃの交換会～

花火に願いを

みんなで花火に
おもいをのせよう！

釣って！eco-T 特設「学習スペース」

渡刈クリーンセンターを見学しよう
日時：8月5日（火）　 ①10：00～12：00
　　　　　　　　　　②13：30～15：30
　　　8月7日（木）　 ③10：00～12：00
対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員：各10名
渡刈クリーンセンターやリユース工房を見学して、
自由研究に役立てよう！
＊申込受付：７/19（土）10：00から

町長選挙
やります♪

＊詳しくはeco-T事務局（TEL26－8058）
　までお問い合わせください

11：45からオークションを
開催するケロ

困った時は
相談してね♪

夏休み恒例！
人気企画

自由研究
応援企画

トレーやペット
ボトルなどでつ
くった海の生き
物を釣ってみよ
う！「３Ｒ」につ
いても学べるよ。

宿題をした
り、本を読
んだり、自
由に使える
机を用意し
ています。


