
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
　11/4～13に「ESDユネスコ世界会議」が名古屋市と岡
山市で開催されます。ESDとは、持続可能な社会の担
い手づくりの取組みのこと。私たちのくらしは、このま
までは長続きしないといわれています。これを機会に、
みんなが安心して幸せにくらせる社会をつくるにはどう
すればよいかを話し合ってみませんか？いろいろな関連
行事が開催されています。ぜひ参加してみてください！

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

eco-T日記（ブログ）にも挑戦！
笑顔で仕事に取り組んでくれました。

蚕のまゆを利用したかわいい指人形が完成！
自然とふれ合い、ものづくりを楽しみました。

インタープリターが新しく企画した講座です。
自然や環境を写真とともに表現します。

8/1（金）職場体験（足助中学２年生） 8/6（水）まゆでつくろう！指人形 8/22（金）写真俳句を楽しもう

　今年の夏休みも、たくさんの来館者でにぎわいました。夏の暑い日
に涼しい場所を共有（シェア）して、節電にもつながるクールシェア！
　eco－Tで楽しくお得に過ごしていただけましたか？

クールシェアに取り組みました

3Rクイズに挑戦しよう♪ ～10月は3R推進月間～3Rクイズに挑戦しよう♪ ～10月は3R推進月間～

まちを歩こうまちを歩こう

７～８月のeco-T７～８月のeco-T

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
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ブナ林の保水機能は山のめぐみのひとつ
です。イノシシの肉もいただきました。

（いきものめぐみ塾　8/8）

みんなのアイデアでまちが成長！今年
は町長選挙も実施しました。
（エコットキッズタウン　7/31－8/3）

「何を調べたい？」インタープリター
と相談してから見学へ！
（自由研究応援企画　8/5、7）

9/27（土）・28（日）
の産業フェスタに
リユース工房が
出張します！

視点を変えて歩けば新しい発見がいっぱい！みんなで歩くと楽しいよ♪

　エコ探しをしながら鴛鴨町周辺を歩き、地図を
つくります。
日　時：11月15日（土）9：00～13：00
集合・解散：鴛鴨区民会館（豊田市鴛鴨町新林51－1）
対　象：小学生以上（小学３年生以下は保護者同伴）
定　員：20名

　インタープリターといっしょに３Ｒクイズに
チャレンジして、ごみを減らすヒントを学ぼう！
　カードゲームやすごろくも楽しめます♪

カードゲームで楽しく３Rが学べます

10月１日（水）～12日（日）　9：00～17：00
場所／eco-T

10月14日（火）～25日（土）　9：30～15：30
場所／豊田市自然観察の森

＊申込みは、10月19日（日）10時から、eco-T事務局（TEL：26－8058）まで

まちエコ発見隊
　自然とくらしのつながりを見つけながらまちを
歩き、まちの移り変わりも確認します。樹齢約
150年のクスノキにも会いに行きますよ。
日　時：11月16日（日）10：00～16：00
行　先：近代のくらしと産業の発見館
　　　　児ノ口公園
　　　　とよたエコフルタウン
集合・解散：市役所元城庁舎
　　　　（豊田市元城町3－17）
　　　　（とよたエコフルタウン内）
対　象：小学生～中学生
　　　　（小学３年生以下は保護者同伴）
定　員：20名
参加費：500円

いきものめぐみ塾 ～まちのめぐみ編～

とよたエコ
ポイントが
もらえるよ♪

クールシェアのエピソード募集

昨年の様子
とよたエコフルタウンに
移植されたクスノキ

豊田市では、みなさんの体験や感想を
募集中（～10/14）。
ユニークな取り組みは、市のホームペ
ージで紹介されます♪

みんなでまちのエコを
見つけて伝えよう！

新聞バッグが
つくれるよ！



　 　
市民の目線を大
切に、「気軽にでき
るエコライフ」を伝
えています。

　 　
元気に「こんに
ちは！」と来館者に
声をかけています。
地球の未来を一緒
に考えましょう。

　 　
インタープリタ
ー同士や来館者との
新しい出会いが楽し
いですよ♪

講座の講師役にも！得意技でエコラ
イフを伝えます。

エコライフ講座

買い物ゲームを体験して、地産地食
（消）について一緒に考えます。

展示学習プログラムの案内

おからのケーキは

ヘルシー＆エコ♪

10月の講座：９月19日（金）10時から　　11月の講座：10月19日（日）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

　eco-Tの入口で来館者を笑顔でお出迎えしているインタープリターは、環境のことに興味
があったり、人と接することが好きな市民ボランティアのみなさんです。

　「展示解説ボランティア育成講座」を
受講・修了し、登録をします。その後、
研修を経て実際の活動へ！
今年は、12月より開講予定です。

＊受講をご希望の場合は、eco-T事務局
（TEL26－8058）までご連絡ください。

＜未就園児の親子　15組＞　＜参加費　200円＞
10月8日（水）10：00～12：00

親子 de クッキング
かぼちゃを使って、おやつをつくります。

エコ・キッズスペース

牛乳パックを使ってサイコロを４個つくり、フェルトで絵
を描いてパズルにします。
持ち物／はさみ、ボンド、（あれば）フェルト　参加費／100円
〈小学生以上（小学２年生以下は保護者同伴）　定員20名〉

エコットクラフト講座　～パズルをつくろう～

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〉

エコ絵手紙講座　～秋編～

10･11月の講座・イベント情報10･11月の講座・イベント情報

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

10・11月の
休 館 日

10/6（月）、10/14（火）、10/20（月）、10/27（月）、11/4（火）、11/10（月）、11/17（月）、11/25（火）

＊10/13（月・祝）&11/3（月・祝）&11/24（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』

地域の実状に合わせた電力の自給についてお話をうかが
い、未来のエネルギーについて考えます。
日　時：11月9日（日）13：30～15：30
　　　　＊講演終了後、講師と語るティータイムがあります
対　象：中学生以上　　　定　員：50名
講　師：小田嶋電哲さん（藤野電力エネルギー戦略企画室室長）

第３回　創ろう！未来のエネルギー

日ごろの疑問や生活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。

今後の予定　第４回（2015/1/17）、第5回（2015/3/1）

表紙をご覧ください。
まちエコ発見隊

動物シールで分類しながら、地球環境や生物多様性につい
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」　～地球に住む動物たち～
10月12日（日）　10：00～12：00

はんだごて工作で、LEDを使ったクリスマス
ツリーをつくります。
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」　～クリスマスツリーをつくろう～
11月22日（土）　10：00～12：00

11月23日（日）　10：00～12：00

10月25日（土）　10：00～12：00

アクリル毛糸を使って、葉っぱやクリスマ
スツリー型のたわしをつくります。
持ち物／アクリル毛糸（並太・2～3色）、
　　　　かぎ針（5～6号）、（あれば）とじ針

〈中学生以上　定員15名〉

かんたんエコ手芸教室　～エコたわしをつくろう～

11月15日（土）

10：00～12：00

9：00～13：00

表紙をご覧ください。
いきものめぐみ塾　～まちのめぐみ編～

旬の秋冬野菜を使っておでんをつくり、
だしの味比べ体験もします。
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〉

エコットクッキング　～おでんを味わおう～
11月16日（日）

10：00～13：00

10：00～16：00

eco-Tのインタープリターになって
エコライフを広げよう
eco-Tのインタープリターになって
エコライフを広げよう

燃やすごみのゆくえを案内して、ご
みを減らすことの大切さを伝えます。

渡刈クリーンセンターの見学案内

講座の実施や自主勉強会など、好き
なグループで活動できます。

ワーキンググループ活動

交流館祭への出展では、地域の活動
を一緒に盛り上げます。

イベント出展

学校に出向いて、子どもたちの学び
をサポートします。

出前授業

とよたエコポイント発行対象の
　　eco－T体験メニューが広がります
・エコライフ講座に参加
・渡刈クリーンセンターを見学【団体・個人】
・出前講座・出前授業に参加

出張！eco-T出張！eco-T
かえっこバザール交流館祭

９/28（日）崇化館
10/５（日）上郷、末野原、
　　　　　 豊南、松平
10/26（日）足助、井郷、下山、
　　　　　 高橋、藤岡南
11/２（日）朝日丘、梅坪台、猿投台、藤岡、保見、竜神、若林

ローカルエネルギーフェスタ in 豊田
日　時：11月22日（土）　
　　　　10：00～15：00
場　所：とよたエコフルタウン（豊田市元城町3－11）
とよた市民活動フェスタ
日　時：11月29日（土）　10：00～12：00
場　所：とよた市民活動センター（豊田市若宮町1-57-1 A館T-FACE9階）9/27（土）・28（日）に産業フェスタにも出展します♪

ポイントは、エコ商品との交換や植樹・間伐への寄付などに使えます。

【材　料（６個分）】
おから ………………… 80g　　卵 ……………………… ２個
無塩バター …………… 65g　　小麦粉 ………………… 40g
砂糖 …………………… 65g　　ベーキングパウダー … 小さじ１
【作り方】
①レンジで溶かしたバターに砂糖を入れ、よく混ぜる。
②卵を１個ずつ加え、よく混ぜる。
③小麦粉とベーキングパウダーを入れてよく混ぜ、おからも加えて混ぜる。
④生地をカップに流し入れ、180度で予熱したオーブンで20～25分焼く。
＊お好みで、レーズンやアーモンドをトッピングしてもおいしいよ♪

おからのカップケーキ

エコライフの案内人になりませんか？
インタープリターになるには…

活動中のインタープリターの声

eco-Tのかえっこ
バザールでためた
ポイントも使えるよ！

10/1（水）
から

めざせ42万人のエコライフとよた



　 　
市民の目線を大
切に、「気軽にでき
るエコライフ」を伝
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元気に「こんに
ちは！」と来館者に
声をかけています。
地球の未来を一緒
に考えましょう。

　 　
インタープリタ
ー同士や来館者との
新しい出会いが楽し
いですよ♪

講座の講師役にも！得意技でエコラ
イフを伝えます。

エコライフ講座

買い物ゲームを体験して、地産地食
（消）について一緒に考えます。

展示学習プログラムの案内

おからのケーキは

ヘルシー＆エコ♪

10月の講座：９月19日（金）10時から　　11月の講座：10月19日（日）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

　eco-Tの入口で来館者を笑顔でお出迎えしているインタープリターは、環境のことに興味
があったり、人と接することが好きな市民ボランティアのみなさんです。

　「展示解説ボランティア育成講座」を
受講・修了し、登録をします。その後、
研修を経て実際の活動へ！
今年は、12月より開講予定です。

＊受講をご希望の場合は、eco-T事務局
（TEL26－8058）までご連絡ください。

＜未就園児の親子　15組＞　＜参加費　200円＞
10月8日（水）10：00～12：00

親子 de クッキング
かぼちゃを使って、おやつをつくります。

エコ・キッズスペース

牛乳パックを使ってサイコロを４個つくり、フェルトで絵
を描いてパズルにします。
持ち物／はさみ、ボンド、（あれば）フェルト　参加費／100円
〈小学生以上（小学２年生以下は保護者同伴）　定員20名〉

エコットクラフト講座　～パズルをつくろう～

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〉

エコ絵手紙講座　～秋編～

10･11月の講座・イベント情報10･11月の講座・イベント情報

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

10・11月の
休 館 日

10/6（月）、10/14（火）、10/20（月）、10/27（月）、11/4（火）、11/10（月）、11/17（月）、11/25（火）

＊10/13（月・祝）&11/3（月・祝）&11/24（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』

地域の実状に合わせた電力の自給についてお話をうかが
い、未来のエネルギーについて考えます。
日　時：11月9日（日）13：30～15：30
　　　　＊講演終了後、講師と語るティータイムがあります
対　象：中学生以上　　　定　員：50名
講　師：小田嶋電哲さん（藤野電力エネルギー戦略企画室室長）

第３回　創ろう！未来のエネルギー

日ごろの疑問や生活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。

今後の予定　第４回（2015/1/17）、第5回（2015/3/1）

表紙をご覧ください。
まちエコ発見隊

動物シールで分類しながら、地球環境や生物多様性につい
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」　～地球に住む動物たち～
10月12日（日）　10：00～12：00

はんだごて工作で、LEDを使ったクリスマス
ツリーをつくります。
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」　～クリスマスツリーをつくろう～
11月22日（土）　10：00～12：00

11月23日（日）　10：00～12：00

10月25日（土）　10：00～12：00

アクリル毛糸を使って、葉っぱやクリスマ
スツリー型のたわしをつくります。
持ち物／アクリル毛糸（並太・2～3色）、
　　　　かぎ針（5～6号）、（あれば）とじ針

〈中学生以上　定員15名〉

かんたんエコ手芸教室　～エコたわしをつくろう～

11月15日（土）

10：00～12：00

9：00～13：00

表紙をご覧ください。
いきものめぐみ塾　～まちのめぐみ編～

旬の秋冬野菜を使っておでんをつくり、
だしの味比べ体験もします。
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〉

エコットクッキング　～おでんを味わおう～
11月16日（日）

10：00～13：00

10：00～16：00

eco-Tのインタープリターになって
エコライフを広げよう
eco-Tのインタープリターになって
エコライフを広げよう

燃やすごみのゆくえを案内して、ご
みを減らすことの大切さを伝えます。

渡刈クリーンセンターの見学案内

講座の実施や自主勉強会など、好き
なグループで活動できます。

ワーキンググループ活動

交流館祭への出展では、地域の活動
を一緒に盛り上げます。

イベント出展

学校に出向いて、子どもたちの学び
をサポートします。

出前授業

とよたエコポイント発行対象の
　　eco－T体験メニューが広がります
・エコライフ講座に参加
・渡刈クリーンセンターを見学【団体・個人】
・出前講座・出前授業に参加

出張！eco-T出張！eco-T
かえっこバザール交流館祭

９/28（日）崇化館
10/５（日）上郷、末野原、
　　　　　 豊南、松平
10/26（日）足助、井郷、下山、
　　　　　 高橋、藤岡南
11/２（日）朝日丘、梅坪台、猿投台、藤岡、保見、竜神、若林

ローカルエネルギーフェスタ in 豊田
日　時：11月22日（土）　
　　　　10：00～15：00
場　所：とよたエコフルタウン（豊田市元城町3－11）
とよた市民活動フェスタ
日　時：11月29日（土）　10：00～12：00
場　所：とよた市民活動センター（豊田市若宮町1-57-1 A館T-FACE9階）9/27（土）・28（日）に産業フェスタにも出展します♪

ポイントは、エコ商品との交換や植樹・間伐への寄付などに使えます。

【材　料（６個分）】
おから ………………… 80g　　卵 ……………………… ２個
無塩バター …………… 65g　　小麦粉 ………………… 40g
砂糖 …………………… 65g　　ベーキングパウダー … 小さじ１
【作り方】
①レンジで溶かしたバターに砂糖を入れ、よく混ぜる。
②卵を１個ずつ加え、よく混ぜる。
③小麦粉とベーキングパウダーを入れてよく混ぜ、おからも加えて混ぜる。
④生地をカップに流し入れ、180度で予熱したオーブンで20～25分焼く。
＊お好みで、レーズンやアーモンドをトッピングしてもおいしいよ♪

おからのカップケーキ

エコライフの案内人になりませんか？
インタープリターになるには…

活動中のインタープリターの声

eco-Tのかえっこ
バザールでためた
ポイントも使えるよ！

10/1（水）
から

めざせ42万人のエコライフとよた



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
　11/4～13に「ESDユネスコ世界会議」が名古屋市と岡
山市で開催されます。ESDとは、持続可能な社会の担
い手づくりの取組みのこと。私たちのくらしは、このま
までは長続きしないといわれています。これを機会に、
みんなが安心して幸せにくらせる社会をつくるにはどう
すればよいかを話し合ってみませんか？いろいろな関連
行事が開催されています。ぜひ参加してみてください！

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

eco-T日記（ブログ）にも挑戦！
笑顔で仕事に取り組んでくれました。

蚕のまゆを利用したかわいい指人形が完成！
自然とふれ合い、ものづくりを楽しみました。

インタープリターが新しく企画した講座です。
自然や環境を写真とともに表現します。

8/1（金）職場体験（足助中学２年生） 8/6（水）まゆでつくろう！指人形 8/22（金）写真俳句を楽しもう

　今年の夏休みも、たくさんの来館者でにぎわいました。夏の暑い日
に涼しい場所を共有（シェア）して、節電にもつながるクールシェア！
　eco－Tで楽しくお得に過ごしていただけましたか？

クールシェアに取り組みました

3Rクイズに挑戦しよう♪ ～10月は3R推進月間～3Rクイズに挑戦しよう♪ ～10月は3R推進月間～

まちを歩こうまちを歩こう

７～８月のeco-T７～８月のeco-T

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
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ブナ林の保水機能は山のめぐみのひとつ
です。イノシシの肉もいただきました。

（いきものめぐみ塾　8/8）

みんなのアイデアでまちが成長！今年
は町長選挙も実施しました。
（エコットキッズタウン　7/31－8/3）

「何を調べたい？」インタープリター
と相談してから見学へ！
（自由研究応援企画　8/5、7）

9/27（土）・28（日）
の産業フェスタに
リユース工房が
出張します！

視点を変えて歩けば新しい発見がいっぱい！みんなで歩くと楽しいよ♪

　エコ探しをしながら鴛鴨町周辺を歩き、地図を
つくります。
日　時：11月15日（土）9：00～13：00
集合・解散：鴛鴨区民会館（豊田市鴛鴨町新林51－1）
対　象：小学生以上（小学３年生以下は保護者同伴）
定　員：20名

　インタープリターといっしょに３Ｒクイズに
チャレンジして、ごみを減らすヒントを学ぼう！
　カードゲームやすごろくも楽しめます♪

カードゲームで楽しく３Rが学べます

10月１日（水）～12日（日）　9：00～17：00
場所／eco-T

10月14日（火）～25日（土）　9：30～15：30
場所／豊田市自然観察の森

＊申込みは、10月19日（日）10時から、eco-T事務局（TEL：26－8058）まで

まちエコ発見隊
　自然とくらしのつながりを見つけながらまちを
歩き、まちの移り変わりも確認します。樹齢約
150年のクスノキにも会いに行きますよ。
日　時：11月16日（日）10：00～16：00
行　先：近代のくらしと産業の発見館
　　　　児ノ口公園
　　　　とよたエコフルタウン
集合・解散：市役所元城庁舎
　　　　（豊田市元城町3－17）
　　　　（とよたエコフルタウン内）
対　象：小学生～中学生
　　　　（小学３年生以下は保護者同伴）
定　員：20名
参加費：500円

いきものめぐみ塾 ～まちのめぐみ編～

とよたエコ
ポイントが
もらえるよ♪

クールシェアのエピソード募集

昨年の様子
とよたエコフルタウンに
移植されたクスノキ

豊田市では、みなさんの体験や感想を
募集中（～10/14）。
ユニークな取り組みは、市のホームペ
ージで紹介されます♪

みんなでまちのエコを
見つけて伝えよう！

新聞バッグが
つくれるよ！


