
大人の方の
参加も歓迎です

どこがエコか
聞いてみよう！

出張！もった博士のかがく倶楽部
　　　　～燃料電池自動車（FCV）を走らせよう～

出張！もった博士のかがく倶楽部
　　　　～燃料電池自動車（FCV）を走らせよう～

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（日）9：30～12：30

　寒い冬の時期は、暖房などによるエネルギー消費
が増えますね。私たちが１日に使っているエネルギ
ーの量を「重さ」で体感し、エネルギーについて考え
ます。楽しくお得な省エネのヒントも学べます♪

　走行中にCO2を出さずに水素で走る燃料電池自動車。模型を使って、ミライの乗り物「燃料電池自動車」につ
いて一緒に考えましょう。
　今回は、とよたエコフルタウンでの特別講座。開発者のお話を聞いたり、水素ステーションの見学もできますよ。

　豊田市内で活動しているクラブの活動発表を行います。
工夫ある子どもたちの発表をぜひ見に来てください！
『こどもの体験活動が未来をつくる』と題した講演会
もあわせて開催します。

日　時
２月10日（火）
　～３月１日（日）
9：00～17：00

実験の様子 燃料電池自動車

昨年度の様子展示の様子

自分で電気を発電
して、エネルギー
の大切さを実感♪

おやつが
でるよ♪

日時：２月28日（土）10：00～12：00　　　対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）＊大人の方の参加も歓迎です
場所：とよたエコフルタウン（豊田市元城町3－11）　　　定員：30名　　　参加費：300円



石の分類をしながら、地球の歴史のナゾ
に迫ります。岩石標本もつくります。
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」　～石ころから見える地球の歴史～

桑の葉入りのパンをつくり、その栄養や豊田の歴史を考えます。
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん、持ち帰り用の袋
参加費／300円
講　師／佐藤菜穂子さん
　　　　（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15名〉

おいしく、楽しく、桑の葉クッキング
2月8日（日）　13：00～15：30

2月19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

着なくなったシャツを使って、エコバッ
グをつくります。
持ち物／着なくなったシャツやブラウス、
　　　　裁縫道具、（あれば）ミシン
〈18歳以上（幼児同伴可）　定員10名〉

リメイク講座　～エコバッグをつくろう～

2月28日（土）　10：00～12：00

表紙をご覧ください。

出張！もった博士の「かがく倶楽部」　

　　　　～燃料電池自動車（FCV）を走らせよう～

2･3月の講座・イベント情報2･3月の講座・イベント情報
２月の講座：１月20日（火）10時から　　３月の講座：２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

カルトナージュ（フランスの伝統的な手芸法）で、古布から
アイロン台をつくります。
持ち物／はぎれや古布2種類（表用：50×40
　　　　センチ、裏用：45×35センチ）、
　　　　ボンド、はけ（筆でも可）
参加費／600円
〈小学４年生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

かんたんエコ手芸教室　～アイロン台をつくろう～
3月21日（土）　10：00～12：00

地元の食材を使って、ひな祭りの伝
統的なおやつをつくります。
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〉

エコットクッキング　～桜餅をつくろう～

3月8日（日）　10：00～12：00

3月1日（日）　13：30～15：30

３月18日（水）　10：00～12：00

＜未就園児の親子　15組＞　＜参加費　150円＞

エコ・キッズスペース

2月15日（日）　9：30～12：30

おうちカフェを楽しもう
子どもと一緒にお菓子をつくります。
お茶の時間を楽しむ工夫も紹介♪

出張！eco-T出張！eco-T
Let’s エコアクション in AICHI
　　　　　　　　　　～ 地球へのラブレター ～
eco-Tからは『エコバッグをつくって楽しくリデュース』
を出展します。他にも、楽しい催しが盛りだくさん♪
日時：２月８日（日）10：00～17：00
場所：愛知芸術文化センター12階
　　　（名古屋市東区東桜1-13-2）

イベントの詳細は「エコリンクあいち」
http://aichi-eco.comをご覧ください

２・３月の
休 館 日 2/2（月）、2/9（月）、2/16（月）、2/23（月）、3/2（月）、3/9（月）、３/16（月）、３/23（月）、3/30（月）

『未来へのエコットーク2014』

地球温暖化について調べている世界中の研究者が新しい報告書をまとめました。
そこから見えてくる『100年後の地球』とは？持続可能な未来を一緒に考えます。
日時：３月1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：小野寺拝さん
　　　（認定NPO法人 FoE Japan気候変動プログラム顧問）

第５回　100年後の地球の姿

日　時：3月26日（木）
　　　　12：20～12：50
参加費：100円（コーヒー付）
奏　者：西塔理絵さん（豊田市少年少女合唱団指導者）

ロビーコンサート
フェアトレードのおいしいコーヒー
を飲みながら、フルートのやさしい
音色をお楽しみください。

気軽にお楽しみ
いただけます♪



アロマで風邪予防

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】
・マスク
・コットン（またはティシュ）
・タオル（またはハンカチ） ……… ②
・アロマオイル（精油）
　ユーカリやティートリー コットンに１滴。

肌に直接つかないように折り、
マスクの中に入れて使います。

タオルに数滴。
エアコンや加湿器の近くに置いて、
部屋全体に香りを届けます。

　豊田市では、楽しみながらエコライフに取り組む「エコファミリー」を募集しています。エコファミリ
ーになると、環境にやさしいだけでなくお得！「とよたエコポイント」を貯めて、エコ商品との交換や植
樹・間伐への寄付などに使うことができます。

「ユーカリ」や「ティートリー」には、

抗菌・抗ウイルス作用があります♪

エコファミリーになるには？

　…… ①

注意
・精油は直接肌につけないようにしましょう。
・小さなお子さんや妊婦さんが使う場合は
　注意してください。
・精油は必ず天然のものを使ってください。
　専門店での購入がおすすめです。

使い方①

貯める

使い方②

お風呂のお湯に３～５滴。
よく混ぜて、ゆっくりとお湯に
つかります。
あったかお風呂タイムを満喫♪

使い方③

とよたエコポイントを集めよう

エコライフに取り組んで

毎日のエコな行動で、とよたエコポイント
がどんどん貯まる！
みんなでやれば、地球も地域もHAPPY♪

・市内の環境学習施設を訪問
　eco-T、とよたエコフルタウン、
　自然観察の森、再生可能エネルギーセンター
・リユース工房を訪問・家具を落札
・リサイクルステーションに資源を持ち込む
・環境学習に参加
・おいでんバスに乗車

①エコファミリー宣言書を準備
　市役所（環境政策課）、支所、出張所、
　eco-T、リサイクルステーションなどで配付
②エコファミリー宣言書の提出
　環境政策課、支所、出張所へ持参
　環境政策課へ郵送またはFAX
③エコファミリーカードがご自宅に届きます

・とよた地産地食の贈り物（月替り豊田産農産物）
・商品券
　　100円券：スーパーやまのぶ若林店／エディオン豊田本店
　　　　　　　どんぐり横丁（どんぐりの里いなぶ内）／香恋の館
　　　　　　　百年草／旭高原元気村／とよたエコフルタウン
　　500円券：旭商工会／足助商工会／稲武商工会／小原商工会
　　　　　　　下山商工会／藤岡商工会／イオン豊田店
　　　　　　　イオン高橋店／市内メグリア各店
　1,000円券：アピタ豊田元町店／イオン豊田店／イオン高橋店
・エコ商品
　モーいちど（トイレットペーパー・BOXティシュ）、
　燃やすごみ指定袋、再生紙ノート……

使 う
おいでんバス回数券や地元の特産品などの
魅力的な商品と交換しよう！
エコ活動でがんばったこぼうびに。

ほかにも発行
メニューや交換
商品はあるぞよ！

ホームページから
直接申し込みも可能です♪

詳細情報はホームページでチェック！

とよたエコポイントnavi　http://toyota-efami.com/

発行メニュー 交換商品



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

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

エコ屋台村とかえっこバザールを出展。
電子工作などを通して、再生可能エネル
ギーを身近に感じることができました。

15万人目は、親子サークルのみなさん。
「毎年見学に来ています。今日はビック
リ！うれしいです。」

学校のエコな設備について、データを検
証して確認し、自分の言葉で伝えてくれ
た子どもたち。説得力がありました！

11/23（日）ローカルエネルギーフェスタ 12/5（金）祝・来館者15万人達成！ 12/10（水）土橋小のエコガイドを体験

エコットフォーラム2014開催 12/14（日）

11～12月のeco-T11～12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

スケジュール

eco-Tのホーム
ページから、
展示品を見る
ことができます。

「はじめの一歩を踏み出した臼杵市の農家
の姿を伝えたかった」
（映画『100年ごはん』の監督大林千茱萸さん）

　『からだも地域もよろこぶおいしいごはん』と題して開催した講演会・映画上映会には、たくさんの方に参加いた
だきました。参加者からは「食べることの大切さやこれからの農業についてよくわかった」などの声があり、持続可
能な未来に向けてライフスタイルを見つめなおすことの大切さを改めて考える機会になりました。地産地食のお弁
当も大好評！

編集後記編集後記
　昨年12月、eco-Tは来館者15万人を達成することができまし
た。オープンから７年６か月、たくさんのみなさんに支えてい
ただき、ありがとうございます。
　さて、新しい１年の始まりに、みなさんはどんな目標を立て
ましたか？今年のeco-Tは、みんなが幸せにくらせる持続可能
な未来に向けて、「ライフスタイルの転換」を伝えていきたい
と思います。これからもeco-Tをよろしくお願いします。
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「食べることは生きること。楽しく生きる
ためにも健康な食事を」
（食のエキスパート長田絢さんの講演）

「子どもたちに将来の夢は農家と言っても
らえることを目指して」
（養豚を営む鋤柄雄一さんの事例紹介）


