
日　時　4月28日（火）～ 5月6日（水）9：00 ～17：00
　豊田市産の木材でつくったトコ積み木など、た
くさんの積み木で自由にあそぼう♪

　スナメリを知っていますか？ネズミイルカ科に属する小型
のイルカです。実は、伊勢湾や三河湾でもくらしています。
　いま、スナメリに起こっていることとは・・・？楽しくゲー
ムをしながら、野生生物のことをいっしょに考えよう!
日　時：4月4日（土）10：00～ 12：00
対　象：小学生以上（小学生3年生以下は保護者同伴）
定　員：20名　
講　師：鈴木由美さん（エコプラットフォーム東海）
　　　　今井みつよさん（アースネット・なごや）
＊申込受付：3/19（木）10：00から

日　時　4月29日（水）～5月29日（金）9：00～17：00
　展示室の３つのプログラムがリニューアルオー
プン！スタンプラリーで楽しく学びましょう。
　とよたエコポイントがもらえるよ♪

日　時：5月3日（日）10：00～ 12：00
対　象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
トコ積み木を開発した名人と一緒に、いろいろ
な形をつくってみよう。
積み木の意外な可能性にびっくり！
＊申込受付：4/19（日）10：00から

eco-Tにはエコな工夫がいっぱい。
探してみよう！

『エコットのエコ探し』

豊田市のいろいろな
エコ情報をお伝えし
ます。

『とよたエコマップ』

一番エコな移動方法って何かな？
『未来のエコなのりものを考えよう』

どんなプログラムにするか、
インタープリターが集まって
知恵をしぼっています。

エコフクちゃん
を探してね。

スナメリ
になってえさを
食べています。

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 事務局

エコット 豊田 検索

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

地域にひらかれた保育園を運営する松本
さん。「子どもも１人の人として尊重し
ます」新しい子育ての形ですね。

インタープリター育成講座も大詰め。紙
しばいの基本と演じ方を学び、みんなで
実演しました。

とよたエコフルタウンで燃料電池自動車の講
座を開催。実験して、模型を走らせて、開発
者から思いを聞きました。大人も興味津津！

1/20（火）まちの保育園 2/13(金）紙しばいって奥が深い 2/28（土）出張！もった博士

とよたこどもエコクラブ交流発表会開催

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。

みんなで記念撮影

　毎年恒例のこどもエコクラブ交流発表会。今回は全国事務局の川村
研治さんをお招きして、みんなでゲームをした後、体験活動の大切さ
や楽しさ、エコクラブへの期待についてお話していただきました。
　活動発表では、4団体が元気に、楽しく、ちょっと感動的に
発表してくれました！

　春は出会いの季節。eco-Tでは、新インタープリター
がドキドキのデビューを迎えます。子どもたちは学年が
1つずつ上がり、もうすぐたくさんの新４年生がeco-Tへ
見学に来てくれます。みなさんの元気いっぱいの笑顔に
会えるのが楽しみです！
　また、ゴールデンウィークには楽しい企画を用意して、
お待ちしています♪

ゲームで楽しく交流 ヒメボタルの観察や保護について発表
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発表団体
・ゴーウィングス
・すえの小ビオトープ部（寿恵野小学校）
・西広瀬の自然豆博士クラブ（西広瀬小学校）
・みなみ山まもり隊（中山小学校）



表紙をご覧ください。
〈小学生以上（小学生３年生以下は保護者同伴）　定員20名〉

4月４日（土）　10：00～12：00

４月の講座：３月19日（木）10時から　　５月の講座：４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

　2013年度に豊田市の家庭から出たごみの量は104,140トン、市民１人あ
たりに換算すると年間246キログラム。１年前より少し増えています。
　ごみの減量には、１人ひとりの取り組みが大切。家族で楽しくごみダイ
エットに挑戦してみませんか？ 

アロマやハーブを上手に使った、
快適なくらしを紹介します。
参加費／200円
講　師／松本イズミさん（アロマセラピスト）

〈18歳以上（子ども同伴可）　定員20名〉

4月10日（金）　10：00～12：00

ごみっていったい何だろう？
科学の視点で、実験を通して考えます。
参加費／300円
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

4月12日（日）　10：00～12：00

表紙をご覧ください。
〈どなたでも（小学生以下は保護者同伴）〉

5月3日（日）　10：00～12：00

お家のごみの量をはかってみよう

雑紙を分別・リサイクルしよう

４・５月の
休 館 日 4/6（月）、4/13（月）、4/20（月）、4/27（月）、５/11（月）、5/18（月）、5/25（月）

場所：eco-T

場所：豊田市自然観察の森

４月23日（木）

４月23日（木）５月13日（水）

＜未就園児の親子　15組＞　10：00～12：00

エコ・キッズスペース

使わなくなったハンカチを使って、
かわいいピエロをつくります。
参加費／100円
持ち物／使わなくなったハンカチ、裁縫道具、定規、ボンド

〈中学生以上　定員15名〉

5月16日（土）　10：00～12：00

旬の自然のめぐみをおいしくいただきます。
参加費／300円
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん、マイはし

〈小学生以上の親子　定員10組〉

5月17日（日）　10：00～13：00

季節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
〈18歳以上（子ども同伴可）　定員15名〉

5月28日（木）　10：00～12：00

自然ふれあいフェスタ2015
新ネイチャーセンターのオープン５周年記念イベント。
eco-Tからは『オリジナル缶バッジづくり』を出展します。
日時：5月24日（日）10：00～ 16：00
場所：豊田市自然観察の森

イベントの詳細は、豊田市自然観察
の森のホームページをご覧ください

エコットフェスタ2015
5月31日（日）9：30～15：00

エコ屋台村～スタンプラリーでミニ
エコ体験～、リユース広場、
エコットマルシェなど、楽し
い催しが盛りだくさん♪

エコットキッズタウンこども実行委員会

対　象／小学生４年生～中学生３年生
内　容／８月５日（水）～７日（金）に開催するエコットキッズタ
　　　　 ウンの企画・運営。楽しいまちをつくるためのアイ
　　　　 デアを考えたり、グッズをつくります。
＊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。

第1回 ５月10日（日）10：00～12：00
＊第２回以降の日程は、受付時にお知らせします

８周年を
一緒にお祝い
しましょう♪

開催予告開催予告

お手軽五平餅♪
【材料（10本分）】
ごはん   …………………………1,000g
ねぎ …………………………１本（90g）
しょうが ……………………１片（20g）
炒りごま ……………………………20g
くるみ ………………………………20g

ラップ（A4サイズ）………………10枚
割りばし   …………………………10膳
アルミホイル（A4サイズ）………10枚

味噌 ………………………………150g
砂糖 …………………………………90g
しょうゆ  …………………………25cc

【作り方】
①ねぎをみじん切りにし、しょうがをすりおろす。
　炒りごまとくるみは、すりばちですりつぶす。
②①とAを鍋に入れ、中火でよく練る。
③1本分のごはん（100g）を茶わんに入れ、大きめのスプーンでつ
　ぶす。
④つぶしたごはんをラップにのせ、包んで棒状にした後、割りば
　しを入れ込んで形を整える。
⑤ごはんをホットプレートで焼き、表面が乾いてきたらアルミホ
　イルにのせる。
⑥表面に②のたれを塗り、オーブントースターでこんがり焼いて
　できあがり♪

A

豊田市は、2017年までに燃や
すごみの量を、2005年の量か
ら20%削減することを目指し
ています。

ごみを増やすような行動をし
ていないかな？
今の生活をふり返ってみよう。

Step１　自分の行動をチェック

ごみの減量について、お家の
みんなで話し合ってみよう。

Step４　ふり返り

豊田市の資源・ごみの分別は、
７分別10種類。
ごみカレンダーで確
認しよう。

Step２　分別を正しく知る

Step３　ごみの量をはかる

ごみの重さをはかって「ごみダイエッ
ト家計簿」に挑戦！

「燃やすごみ」「ペットボトル」
「プラスチック製容器包装」「雑紙」
「紙パック」の１日の量をはかる。

１週目　今まで通り。
２週目　「チャレンジ目標」
　　　　を立てて取り組む。
＊家計簿のサンプルを、豊田市のホームページ
（ごみ減量推進課）からダウンロードできます。

「燃やすごみ」
の袋の中に、リ
サイクルできる
紙やプラスチッ
ク製容器包装な
どがたくさん入
っていました。

分ければ

資源！

ダンボール、新聞紙、雑誌、紙パック、
雑紙は、資源です！

＊5/4（月・祝）は開館

親子で体を動かしたり、歌をうたって、
楽しい時間を過ごします。
講　師／今津太陽さん（豊田市男性保育士連盟会長）

〈小学生以下の親子　定員25組〉

4月19日（日）　10：00～12：00

雑紙とは・・・

紙袋や包装紙 封筒やはがき

紙箱

コピー用紙
プリント類

「集団回収」や「リサイ
クルステーション」へ！

ポイントは
「ムダをなくすこと」

ごみダイエット家計簿
チャレンジ事業参加団体募集
小学校や自治区で、チャレン
ジしませんか？
ごみ減量グッズの提供や計量
器の貸出もあります。
＊申込みは、ごみ減量推進課
（TEL 71-3001）へ

とよたエコポイント
が 500pt もらえるよ♪



表紙をご覧ください。
〈小学生以上（小学生３年生以下は保護者同伴）　定員20名〉

4月４日（土）　10：00～12：00

４月の講座：３月19日（木）10時から　　５月の講座：４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

　2013年度に豊田市の家庭から出たごみの量は104,140トン、市民１人あ
たりに換算すると年間246キログラム。１年前より少し増えています。
　ごみの減量には、１人ひとりの取り組みが大切。家族で楽しくごみダイ
エットに挑戦してみませんか？ 

アロマやハーブを上手に使った、
快適なくらしを紹介します。
参加費／200円
講　師／松本イズミさん（アロマセラピスト）

〈18歳以上（子ども同伴可）　定員20名〉

4月10日（金）　10：00～12：00

ごみっていったい何だろう？
科学の視点で、実験を通して考えます。
参加費／300円
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

4月12日（日）　10：00～12：00

表紙をご覧ください。
〈どなたでも（小学生以下は保護者同伴）〉

5月3日（日）　10：00～12：00

お家のごみの量をはかってみよう

雑紙を分別・リサイクルしよう

４・５月の
休 館 日 4/6（月）、4/13（月）、4/20（月）、4/27（月）、５/11（月）、5/18（月）、5/25（月）

場所：eco-T

場所：豊田市自然観察の森

４月23日（木）

４月23日（木）５月13日（水）

＜未就園児の親子　15組＞　10：00～12：00

エコ・キッズスペース

使わなくなったハンカチを使って、
かわいいピエロをつくります。
参加費／100円
持ち物／使わなくなったハンカチ、裁縫道具、定規、ボンド

〈中学生以上　定員15名〉

5月16日（土）　10：00～12：00

旬の自然のめぐみをおいしくいただきます。
参加費／300円
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん、マイはし

〈小学生以上の親子　定員10組〉

5月17日（日）　10：00～13：00

季節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
〈18歳以上（子ども同伴可）　定員15名〉

5月28日（木）　10：00～12：00

自然ふれあいフェスタ2015
新ネイチャーセンターのオープン５周年記念イベント。
eco-Tからは『オリジナル缶バッジづくり』を出展します。
日時：5月24日（日）10：00～ 16：00
場所：豊田市自然観察の森

イベントの詳細は、豊田市自然観察
の森のホームページをご覧ください

エコットフェスタ2015
5月31日（日）9：30～15：00

エコ屋台村～スタンプラリーでミニ
エコ体験～、リユース広場、
エコットマルシェなど、楽し
い催しが盛りだくさん♪

エコットキッズタウンこども実行委員会

対　象／小学生４年生～中学生３年生
内　容／８月５日（水）～７日（金）に開催するエコットキッズタ
　　　　 ウンの企画・運営。楽しいまちをつくるためのアイ
　　　　 デアを考えたり、グッズをつくります。
＊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。

第1回 ５月10日（日）10：00～12：00
＊第２回以降の日程は、受付時にお知らせします

８周年を
一緒にお祝い
しましょう♪

開催予告開催予告

お手軽五平餅♪
【材料（10本分）】
ごはん   …………………………1,000g
ねぎ …………………………１本（90g）
しょうが ……………………１片（20g）
炒りごま ……………………………20g
くるみ ………………………………20g

ラップ（A4サイズ）………………10枚
割りばし   …………………………10膳
アルミホイル（A4サイズ）………10枚

味噌 ………………………………150g
砂糖 …………………………………90g
しょうゆ  …………………………25cc

【作り方】
①ねぎをみじん切りにし、しょうがをすりおろす。
　炒りごまとくるみは、すりばちですりつぶす。
②①とAを鍋に入れ、中火でよく練る。
③1本分のごはん（100g）を茶わんに入れ、大きめのスプーンでつ
　ぶす。
④つぶしたごはんをラップにのせ、包んで棒状にした後、割りば
　しを入れ込んで形を整える。
⑤ごはんをホットプレートで焼き、表面が乾いてきたらアルミホ
　イルにのせる。
⑥表面に②のたれを塗り、オーブントースターでこんがり焼いて
　できあがり♪

A

豊田市は、2017年までに燃や
すごみの量を、2005年の量か
ら20%削減することを目指し
ています。

ごみを増やすような行動をし
ていないかな？
今の生活をふり返ってみよう。

Step１　自分の行動をチェック

ごみの減量について、お家の
みんなで話し合ってみよう。

Step４　ふり返り

豊田市の資源・ごみの分別は、
７分別10種類。
ごみカレンダーで確
認しよう。

Step２　分別を正しく知る

Step３　ごみの量をはかる

ごみの重さをはかって「ごみダイエッ
ト家計簿」に挑戦！

「燃やすごみ」「ペットボトル」
「プラスチック製容器包装」「雑紙」
「紙パック」の１日の量をはかる。

１週目　今まで通り。
２週目　「チャレンジ目標」
　　　　を立てて取り組む。
＊家計簿のサンプルを、豊田市のホームページ
（ごみ減量推進課）からダウンロードできます。

「燃やすごみ」
の袋の中に、リ
サイクルできる
紙やプラスチッ
ク製容器包装な
どがたくさん入
っていました。

分ければ

資源！

ダンボール、新聞紙、雑誌、紙パック、
雑紙は、資源です！

＊5/4（月・祝）は開館

親子で体を動かしたり、歌をうたって、
楽しい時間を過ごします。
講　師／今津太陽さん（豊田市男性保育士連盟会長）

〈小学生以下の親子　定員25組〉

4月19日（日）　10：00～12：00

雑紙とは・・・

紙袋や包装紙 封筒やはがき

紙箱

コピー用紙
プリント類

「集団回収」や「リサイ
クルステーション」へ！

ポイントは
「ムダをなくすこと」

ごみダイエット家計簿
チャレンジ事業参加団体募集
小学校や自治区で、チャレン
ジしませんか？
ごみ減量グッズの提供や計量
器の貸出もあります。
＊申込みは、ごみ減量推進課
（TEL 71-3001）へ

とよたエコポイント
が 500pt もらえるよ♪



日　時　4月28日（火）～ 5月6日（水）9：00 ～17：00
　豊田市産の木材でつくったトコ積み木など、た
くさんの積み木で自由にあそぼう♪

　スナメリを知っていますか？ネズミイルカ科に属する小型
のイルカです。実は、伊勢湾や三河湾でもくらしています。
　いま、スナメリに起こっていることとは・・・？楽しくゲー
ムをしながら、野生生物のことをいっしょに考えよう!
日　時：4月4日（土）10：00～ 12：00
対　象：小学生以上（小学生3年生以下は保護者同伴）
定　員：20名　
講　師：鈴木由美さん（エコプラットフォーム東海）
　　　　今井みつよさん（アースネット・なごや）
＊申込受付：3/19（木）10：00から

日　時　4月29日（水）～5月29日（金）9：00～17：00
　展示室の３つのプログラムがリニューアルオー
プン！スタンプラリーで楽しく学びましょう。
　とよたエコポイントがもらえるよ♪

日　時：5月3日（日）10：00～ 12：00
対　象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
トコ積み木を開発した名人と一緒に、いろいろ
な形をつくってみよう。
積み木の意外な可能性にびっくり！
＊申込受付：4/19（日）10：00から

eco-Tにはエコな工夫がいっぱい。
探してみよう！

『エコットのエコ探し』

豊田市のいろいろな
エコ情報をお伝えし
ます。

『とよたエコマップ』

一番エコな移動方法って何かな？
『未来のエコなのりものを考えよう』

どんなプログラムにするか、
インタープリターが集まって
知恵をしぼっています。

エコフクちゃん
を探してね。

スナメリ
になってえさを
食べています。

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 事務局

エコット 豊田 検索

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

地域にひらかれた保育園を運営する松本
さん。「子どもも１人の人として尊重し
ます」新しい子育ての形ですね。

インタープリター育成講座も大詰め。紙
しばいの基本と演じ方を学び、みんなで
実演しました。

とよたエコフルタウンで燃料電池自動車の講
座を開催。実験して、模型を走らせて、開発
者から思いを聞きました。大人も興味津津！

1/20（火）まちの保育園 2/13(金）紙しばいって奥が深い 2/28（土）出張！もった博士

とよたこどもエコクラブ交流発表会開催

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。

みんなで記念撮影

　毎年恒例のこどもエコクラブ交流発表会。今回は全国事務局の川村
研治さんをお招きして、みんなでゲームをした後、体験活動の大切さ
や楽しさ、エコクラブへの期待についてお話していただきました。
　活動発表では、4団体が元気に、楽しく、ちょっと感動的に
発表してくれました！

　春は出会いの季節。eco-Tでは、新インタープリター
がドキドキのデビューを迎えます。子どもたちは学年が
1つずつ上がり、もうすぐたくさんの新４年生がeco-Tへ
見学に来てくれます。みなさんの元気いっぱいの笑顔に
会えるのが楽しみです！
　また、ゴールデンウィークには楽しい企画を用意して、
お待ちしています♪

ゲームで楽しく交流 ヒメボタルの観察や保護について発表
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発表団体
・ゴーウィングス
・すえの小ビオトープ部（寿恵野小学校）
・西広瀬の自然豆博士クラブ（西広瀬小学校）
・みなみ山まもり隊（中山小学校）




