
夏休みはeco-Tにおいでよ！クールシェアしよう！

＊申込みは不要です。直接eco-Tにお越しください。

学ぶ！ 遊ぶ！
日時：7月18日（土）～７月31日（金）、８月９日（日）～８月30日（日）　9：00～17：00

自由研究応援コーナー
展示学習プログラムも夏休みバージョンに！
インタープリターと楽しく学んで発見しよう♪

特設「学習スペース」

暑い日は涼しいeco-Tで学習しよう。
宿題もはかどるよ♪

eco-Tにはエコな工夫がいっぱい！
夏を快適に過ごすエコなポイント
を探して、仕組みを学びます。
省エネについても学べるよ。

『夏のエコ、探そう！』

夏休みおたのしみ企画

日時：８月11日（火）、18日（火）、23日（日）
　　　①10：00～12：00
　　　②13：00～15：00
列車のおもちゃを走らせて
遊ぼう！

『ちびっこレールパーク』

かえっこバザール　～おもちゃの交換会～

日時：８月16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。
当日は、楽しく学んで、
かえるポイントがもら
えるエコ屋台村がたく
さんあるよ！

お菓子の空き箱やダンボール
などでつくった海の生き物を
釣ってみよう！
紙の分別や３Ｒについても
学べるよ。

『釣って！eco-T』

いろいろな場所の温度を測って、
地球温暖化について学びます。
緑のトンネルが涼しい秘密も
解き明かそう！

『はかってみよう！身の回りの温暖化』

日時：７月30日（木）10：00～12：00
　　　８月11日（火）13：30～15：30
対象：小学生以上
　　　（小学校３年生以下は保護者同伴）
渡刈クリーンセンターや
リユース工房、空き缶選
別施設などを見学して、
自由研究に役立てよう！

『ごみのゆくえを見に行こう』～特別コース～

エコフクちゃんと
一緒に学ぼう♪

積み木遊びも
できるケロ



実験しながら、ドライアイスの正体を
つきとめます。アイスやシャーベット
づくりも楽しめます。
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」　～ドライアイスの謎を探れ！～
8月9日（日）　10：00～12：00

環境や季節を感じるはがきを書いて、送ります。
持ち物／タオル、（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
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

8月22日（土）　10：00～12：00
エコ絵手紙講座　～夏編～

タオルを使って、かわいい動物をつくります。
持ち物／薄手のタオル2枚（34×35センチ）、
　　　　裁縫道具、はさみ、定規
参加費／100円
〈小学校４年生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

8月23日（日）　10：00～12：00
かんたんエコ手芸教室　～かわいい動物をつくろう～

新聞紙を使って、スリッパとバッグを
つくります。
持ち物／水のり、定規、お手ふき
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

9月19日（土）　10：00～12：00
かんたんエコ手芸教室

～防災用スリッパをつくろう～

旬の食材で、夏の疲れをとり元気の
出る料理をつくります。
持ち物／エプロン、三角巾、
　　　　ふきん（1人2枚）、マイはし
参加費／300円

〈18歳以上　定員20名〉

9月12日（土）　10：00～13：00
エコットクッキング　～ゴーヤチャンプルーをつくろう～

十五夜におそなえするお月見だんごを
つくります。
持ち物／エプロン、三角巾、
　　　　ふきん（1人2枚）
参加費／200円
〈小学生以上の親子　定員10組〉

9月27日（日）　13：00～15：30
エコットクッキング　～お月見だんごをつくろう～

８月の講座：７月19日（日）10時から　　９月の講座：８月19日（水）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

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
（入場は15：30まで）

対　象／小学校１年生～中学校３年生

『未来へのエコットーク2015』

高知県で田舎暮らしを実践。子育てもしながらつくって
いく、新しいライフスタイルについてうかがいます。
日　時：９月５日（土）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（託児はありません）
定　員：50名
講　師：ヒビノケイコさん
　　　　（４コマエッセイスト、自然派菓子工房「ぽっちり堂」オーナー）

矢作川での生き物観察や川遊びを通して、私たちのくらし
とつながる生物多様性と矢作川の歴史を学びます。
矢作川のめぐみ「アユ」も食べれるよ♪
日時：９月13日（日）9：00～15：30
対象：小学生以上（小学校１・２年生は保護者同伴）
定員：15名　　参加費：500円

第３回　田舎暮らし

８･９月の講座・イベント情報８･９月の講座・イベント情報

８・９月の
休 館 日

8/3（月）、8/10（月）、8/17（月）、8/24（月）、
8/31（月）、9/7（月）、9/14（月）、9/28（月） ＊9/21（月・祝）は開館

祝日の見学は
おすすめ♪

キッズタウンは、夏休みに３日間だけ現れる「こどものまち」。
町役場や銀行、警察署などで働いたり、お店を出したりして、
楽しく社会の仕組み
を学びます。こども
たちのアイデアでま
ちが成長！今年はど
んなまちができるか
な？

いきものめぐみ塾 第1回
バスツアー
～とよたのくらしと矢作川～



親子で

リサイクル体験

知っていましたか？
小型家電のリサイクル

知っていましたか？
小型家電のリサイクル

携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機、炊飯器、ド
ライヤーなど、私たちのくらしに欠かせない小型家
電。日本で１年間に使われなくなる小型家電は、約
65万トンもあるそうです。この中には金・銀・銅
やレアメタルなどの貴重な金属が含まれているため、
使用済みの小型家電は「都市鉱山」と呼ばれることも
あります。

小型家電から回収された資源は、自動車や携帯電話、
テレビなど、さまざまな製品の材料として再び使う
ことができます。平成25年４月から、小型家電リサ
イクル法がスタートしてこれらの貴重な金属（資源）
をムダにしないための取り組みが進められています。

緑のカーテンにゴーヤを
植えよう！夏は涼しく、
収穫もできて一石二鳥♪

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

使用済み家電の基板などから金を取り出す体験をして、リサイクルの大切さを楽しく学びます。
回収した金は、記念に持ち帰ることができますよ♪
日　時　８月22日（土）9：00～12：00　＊8：50集合
場　所　豊田工業高等専門学校（豊田市栄生町2－1）
対　象　市内在住の小学校４～６年生と保護者
定　員　16組
持ち物　タオル、飲み物、汚れてもよい服装
主　催　中部経済産業局ほか
申込み・問合せ　７月19日（日）９時からeco-T事務局（TEL：26－8058）まで

夏にぴったりな『ゴーヤジュース』

【材料（２杯分）】
ゴーヤ・・・・・・・・1/4本
バナナ・・・・・・・・１本
豆乳（または牛乳）・・・250ml

【作り方】
①ゴーヤのわたをとり、適当な大きさに切る。
②バナナの皮をむき、適当な大きさに切る。
③ミキサーに①と②と豆乳を入れ、30秒～1分混ぜる。

夏バテ解消！苦くなくてお子さんでも
飲みやすいジュースです♪

＊できあがったら、すぐに飲みましょう。
　（時間がたつと苦味がでます）
＊氷を入れてミキサーで混ぜるか、冷凍バナナを使うと、
　冷たくておいしいよ♪
＊黄色く熟したゴーヤでもＯＫ（甘いジュースになります）

豊田市では、金属ごみ
の中から使用済みの小
型家電に含まれる金属
を取り出し、リサイク
ルしています。

小型家電から貴重な金を発掘しよう！小型家電から貴重な金を発掘しよう！

回収した金の見本



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
　夏の暑い日には、家でのエアコンの使用を減らして涼
しい場所をみんなで共有する「クールシェア」に取り組み
ませんか？公共施設やお店に行ったり、農山村地域の涼
しい場所へお出かけしたり…と難しくありません。
　また、クールシェア協力店でエコファミリーカードを
提示すると、特典が受けられますよ♪詳しくは、とよた
エコポイントナビ（http://toyota-efami.com）をご覧く
ださい。

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

私たちのくらしが地球温暖化の原因!?
クイズに挑戦しながら考えました。

エコにがんばる人が得をするシステムなど、
日本とは異なる取り組みに興味津々！

二酸化炭素（CO2）が増えるとどうなる
の？実験を通してCO2の性質を実感！

6/2（火）かくかくしかじかおんだんか 6/21（日）米国で見つけた環境取り組み 6/30（火）根川小学校で出前授業（５年生）

８周年を
お祝いしました♪ 今年で７年目！

エコットフェスタ2015開催 5 /31（日） 好評！くらしの環境学習推進事業

　過去最高の来館者でにぎわったエコットフェスタ。今年は、実
行委員企画のエコ屋台村「クイズ！おいしい地産地食」や「太陽
光発電を見てみよう」を実施。他にも楽しい体験を通して、身近
なエコを伝えました。
　屋外では、フリーマーケットやエコットマルシェも大にぎわい。
とっておきなエコ見つけてもらえたかな？

　小学校４年生の公共施設見学とごみの
授業がより充実するようにと、出前授業
を実施しています。
　今年は15校から申込みがありました！

旬の食材はエコで栄養もいっぱい 気軽にリユース体験！
分別や渡刈クリーンセンターの仕組み、

資源循環や３Ｒを学びます

５～６月のeco-T５～６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

9/26（土）～27（日）
とよた産業フェスタに
リユース工房が
出張します！
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