
やさしい音色をお
楽しみください。

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

５月31日（日）9：30～15：00

＊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、地球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♪

エコットフェスタ2015
～ 楽しく学んで とっておきなエコ 見つけよう ～

エコットフェスタ2015

ご家庭で眠っている食器や子ど
も服、読み終えた本を再利用。
気に入ったものがあれば、当日
お持ち帰りいただけます。
＊募金へのご協力をお願いします。

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29日（金）まで
場　　所：eco-T

リユース広場
もったいない陶器市　子ども服おさがり市　くるっと文庫

とよたのおいしいもの、
ステキなものがいっぱい！

とよたの魅力発見　エコットマルシェ

気軽にリユース体験！
掘り出しものがあるかも!?
＊雨天中止

フリーマーケット
とよたエコポイント抽選会
100ポイントで１回抽選♪
100円以上の豪華賞品が当
たる！
＊景品がなくなり次第終了

牛乳パックを持ってこよう
１ℓサイズの牛乳パックを20
枚持ってくると、とよたエコ
ポイント50ポイントと交換。
＊１回限り

とよたエコライフ倶楽部

MIRAI（燃料電池自動
車）やパッカー車（ごみ
収集車）、ポイSTOP
くん、リサと記念撮影
ができます♪

記念写真を撮ろう！

天然温泉の足湯で
あったまろう♪
＊タオルを持参
　ください

石畳足湯 in eco-Tハンドベルコンサート
（チアーズ）

スタンプをためると
記念品がもらえるよ♪

スタンプラリーでミニエコ体験　エコ屋台村

～ 楽しく学んで とっておきなエコ 見つけよう ～
オープ

ン

８周年
記念

イベン
ト



顕微鏡で見たり、実験や分類を通して、タネ
について楽しく学びます。
参加費／300円
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

着なくなったシャツを使って、便利なレジ袋ストッカーを
つくります。
持ち物／着なくなったシャツ、裁縫道具、定規、（あれば）ミシン

〈18歳以上（子ども同伴可）　定員10名〉

もった博士の「かがく倶楽部」　～おいしい果実はタネからできる～
6月14日（日）　10：00～12：00

6月11日（木）　10：00～12：00
リメイク講座　～キッチングッズをつくろう～

夏にぴったりな、栄養バランスを考えた食事とデザートをつくります。
持ち物／エプロン、三角巾、
　　　　ふきん（1人2枚）、マイはし
参加費／400円
〈小学生以上の親子　定員10組〉

7月12日（日）　10：00～13：00
エコットクッキング　～カレーピラフをつくろう～

金属のハンガーにカラフルなひもを編んで飾ります。
持ち物／金属のハンガー、ボンド、
　　　　はさみ、定規、裁縫道具
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

7月18日（土）　10：00～12：00
かんたんエコ手芸教室　～おしゃれなハンガーをつくろう～

お菓子の空き箱などを利用して、おもし
ろい貯金箱をつくります。
持ち物／はさみ、のり、ボンド
〈小学生（1・2年生は保護者同伴）　定員20名〉

アイデア貯金箱をつくろう①

６月の講座：５月19日（火）10時から　　７月の講座：６月19日（金）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

６月24日（水）　10：00～12：00

おもしろマジックショー

＜未就園児の親子　15組＞

エコ・キッズスペース

楽しいマジック、工作や風船で遊ぼう！　講師：マジックゼロのみなさん

みんながおいしく食べているちりめんじゃこの中から、ちょっと
不思議な生き物たちを探します。　参加費／200円
講師／高山博好さん（元水族館飼育員）
〈小学生以上（小学校3年生以下は保護者同伴）　定員20名〉

ちりめんモンスターを探せ！
7月31日（金）　10：00～12：00

「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年生は保護者同伴）　定員各25名〉

夏休み課題のポスターを描こう
7月24日（金）～26日（日）　10：00～15：00

６・７月の
休 館 日

6/1（月）、6/8（月）、6/15（月）、6/22（月）、6/29（月）、
7/6（月）、7/13（月）、7/21（火）、7/27（月） ＊7/20（月・祝）は開館

エコットキッズタウン2015
～こどもがつくるこどものまち～

８月５日（水）～７日（金）12：00～16：00
対　象／小学校１年生～中学校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。

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

夏休みの予告

『未来へのエコットーク2015』

大自然や生活の中で気づいたアメリカの
環境への取り組みを紹介します。
日にち：６月21日（日）
講　師：浅野智恵美さん
 　（愛知環境カウンセラー協会理事／消費生活アドバイザー）

第１回　米国で見つけた環境取り組み

東日本大震災で被災した記者から、節電生活に
挑戦した体験談をうかがいます。
日にち：7月18日（土）
講　師：斎藤健一郎さん
　　　 （朝日新聞名古屋報道センター記者）

第2回　５アンペア生活をやってみた

時間：13：30～15：30（終了後、講師とお茶を飲みながら意見交換あり）
対象：どなたでも　　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。

期間展示

お菓子の空き箱などを利用して、おもし
ろい貯金箱をつくります。
持ち物／はさみ、のり、ボンド
〈小学生（1・2年生は保護者同伴）　定員20名〉

アイデア貯金箱をつくろう②
7月19日（日）　10：00～12：00

かくかくしかじかおんだんか

6月２日（火）～30日（火）

６月は環境月間です。
地球温暖化、省エネ、資源枯渇・・・環境問題のいろ
いろをインタープリターと一緒に学びませんか？

とよたエコポイント
がもらえるよ
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野菜を植えて「地産地消（食）」

もいいですね♪

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

クイズの答えはeco-Tで
いっしょに考えよう！

グリーンマップ
～人と環境にやさしい豊田市～

５月29日（金）まで、展示室で
スタンプラリー開催中♪

リニューアルした３つ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？

「アイコン」というマークを使って、豊田市のいろい
ろなエコ情報をお伝えします。

Ⓐ やすらぎの場　Ⓑ 産直販売店　Ⓒ 再生可能エネルギー

Q：次のアイコンは、それぞれ何を表すマーク？

移動手段とCO2排出量を学び、エコな移動方法や
乗り物を考えます。

Ⓐ 8ｇ　　Ⓑ 30g　　Ⓒ 80g

Q：１人１km当たりのCO2排出量は、どれでしょう？

eco-Tにはエコな工夫がいっぱいあります。見つけ
出すヒントは、このキャラクターたちです。

Ⓐ ハト　　Ⓑ スズメ　　Ⓒ フクロウ

Q：このキャラクターの元になった生き物は何？

エコットのエコ探し

ミライの乗り物を考えよう

オレには
気をつけろよ

ペットボトルでお気軽ガーデニング

【材　料】
・ペットボトル（1.5～２リットルの角型のもの）
・はさみ、カッター　　・キリ、ドライバー
・土　　　　　　　　　・タネ、苗

【作り方】
①ペットボトルの側面を1cmくらい残して切り取る。
②底になる部分に水抜きの穴をキリであける。
　＊穴が小さい場合は、ドライバーを使って広げる。
③お好みで、スパンコールやビニールテープを使って飾りつけする。
④土を入れ、好きなタネや苗を植える。

ペットボトルを使って、かわいいプランターを
つくってみよう！ベランダ菜園もできますね。

ペットボトルの形や切り方を変えてもOK

角型 丸型

エコクイズに挑戦！
～ 展示室のプログラムがリニューアル ～ 



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
　今年のエコットフェスタは「楽しく学んでとっておき
なエコ見つけよう」がテーマ。人それぞれのライフスタ
イルによって、実践できるエコライフは異なります。い
ろいろなエコ体験の中から、自分に合ったエコライフを
見つけてもらえたらうれしいです。できることを1つず
つ増やして、続けていきましょう。
　また、夏休みも楽しい催しを用意しています！

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

インタープリターが発電所を見学。電気の作り方を
学び、省エネや節電の大切さを改めて感じました。

お昼のひととき、eco-Tの展示室で、フルー
トの音色とすてきな歌声に酔いしれました。

生き物になりきるゲームを通して、私たちの
くらしが野生生物に与える影響を学びました。

3/3（火）バス研修「エネルギーを学ぼう」 3/26（木）ロビーコンサート 4/4（土）スナメリ君を救え！

『太陽先生とエコットであそぼう！』開催 4 /19（日） 『トコ積み木であそぼう』開催 5 /3（日）

　「保育士ならではの遊び」を提供してくださる太陽先生。ダイナ
ミックな遊びや、身近なものを使った親子遊びが盛りだくさんで、
子どもたちはもちろん、パパ＆ママたちも夢中で遊んでいました。
最後は、「ゆうき先生」のマジックショーにみんな釘づけ。あっと
いう間の２時間でした。

　トコ積み木の開発者＆積み木名人の西
塔さんと一緒に、大量の積み木をめいっ
ぱい広げて遊びました。時間がたつにつ
れ、ビー玉コースターや高いビルが誕生。
子どもたちの豊かな発想は圧巻でした。

まずはウォーミングアップ パオパオバルーンに大はしゃぎ ビー玉コースター完成！

３～５月のeco-T３～５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

6/19（金）～24（水）
豊田市中央図書館に
リユース工房が
出張します！
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