
とよたエコポ
イントがもら
えるよ♪

ごみの減量と
リサイクルからリユースへ
10月は3R推進月間です。
インタープリターといっし
ょに、ごみを減らすヒント
「3R」について学ぼう！

日時：10月１日（木）
　　　　～10月31日（土）
　　　９：00～17：00

衣替え応援！
リユースひろば

秋冬にぴったりなリユース
（おさがり）子ども服をお持
ち帰りいただけます。

日時：10月12日（月・祝）
　　　　～10月18日（日）
　　　9：00～17：00
　　　＊13日（火）は休館日

私たちのまちを流れる矢作川。その源流と河口を見に行って、川、森、海とくらしのつながりを感じてみよう！

干潟の観察や河口の見学をします。
海のめぐみも味わおう！
日　時：10月11日（日）
　　　　9：00～16：00
行　先：東幡豆漁港
　　　　（トンボロ干潟）
　　　　矢作川河口付近
参加費：500円

対　　　象：小学生以上（小学校１・２年生は保護者同伴）　　定　員：15名
集合・解散：eco-T または 豊田市駅
＊申込みは、9月19日（土）10時から、eco-T事務局（TEL：26－8058）まで
＊天候等により、行先の変更や中止になる場合があります。ご了承ください。

矢作川と海のつながり
薪割り体験や源流の見学をします。
山のめぐみ（五平餅やシシ鍋）も
味わおう！
日　時：10月31日（土）
　　　　9：00～16：00
行　先：根羽村森林組合
　　　　茶臼山
参加費：1,000円

矢作川と森のつながり

バスで行く！いきものめぐみ塾バスで行く！いきものめぐみ塾 ～矢作川と私たちのくらし～～矢作川と私たちのくらし～

私たちのくらしと
生物多様性のつな
がりを学びます！



未来へのエコットーク2015

ガラ紡で三河木綿をつくり出す！「布の地産地消」とは？
日にち：10月10日（土）
講　師：稲垣光威さん
　　　　（有限会社ファナビス代表）

第４回　三河木綿の復活

自然体験やごみ問題。富士山のことなら何でもお話します。
日にち：11月14日（土）
講　師：舟津宏昭さん
　　　　（富士山アウトドアミュージアム代表）

第５回　富士山のよろず承ります

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（託児はありません）　　定員：50名

超強力「ネオジウム磁石」で実験をしなが
ら、磁石の秘密を見つけます。
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」　～世界一強い磁石で遊ぼう～
10月11日（日）　10：00～12：00

カルトナージュ（フランスの伝統的な手芸法）で手帳カバーをつくります。
持ち物／古布２枚（50×50センチ）、
　　　　ボンド、はけ、はさみ、定規
参加費／100円

〈中学生以上　定員15名〉

11月21日（土）　10：00～12：00
かんたんエコ手芸教室　～おしゃれな手帳カバーをつくろう～

10月の講座：９月19日（土）10時から　　11月の講座：10月20日（火）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

10･11月の講座・イベント情報10･11月の講座・イベント情報

出張！eco-T出張！eco-T
かえっこバザール
下山交流館ふれあいまつり
日　時：10月24日（土）、25（日）
場　所：下山交流館（豊田市大沼町越田和37－1）
第３回とよた市民活動フェスタ
日　時：11月28日（土）　11：00～15：00
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）

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・11月の
休 館 日

10/3（土）～5（月）、10/13（火）、10/19（月）、10/26（月）、
11/2（月）、11/9（月）、11/16（月）、11/24（火）、11/30（月）

＊10/12（月・祝）＆11/3（火・祝）＆11/23（月・祝）は開館 祝日の見学は
おすすめ♪

臨時休館日の
お知らせ

10/3（土）、10/4（日）
は、施設点検のため
休館します

エレベーター工事の
お知らせ

10/20（火）は、安全装置の
設置工事のためエレベーター
の利用ができません

なすのしぎ焼き、オイルサーディンなど簡単な保存食をつくります。
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
〈18歳以上（子ども同伴可、託児なし）　定員20名〉

10月14日（水）　10：00～13：00
エコットクッキング　～秋のおいしい保存食をつくろう～

東北の名物芋煮をつくって食べます。
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
〈小学生以上の親子　定員10組〉

11月15日（日）　10：00～13：00
エコットクッキング　～みんなで芋煮をしよう～

省エネや節水のコツを調理しながら学びます。
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（子ども同伴可、託児なし）　定員20名〉

11月25日（水）　10：00～13：00
エコットクッキング　～親子どんぶりをつくろう～

環境や季節を感じる絵手紙を書きます。
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
〈18歳以上（子ども同伴可、託児なし）　定員15名〉

11月26日（木）　10：00～12：00
エコ絵手紙講座　～秋編～

環境や歴史を感じながら、豊田市駅周辺を
歩きます。　　集合／豊田市駅前
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

11月29日（日）　10：00～12：00
グリーンマップ探検隊

10月8日（木）　10：00～12：00

親子 de クッキング

ロビーコンサート開催！

＜未就園児の親子　15組＞　＜参加費　300円＞

豊田のお米を使って、親子で押しずしをつくります。

琴のやさしい音色を聞きながら、
おだやかでステキな時間を過ごしませんか？
日時：11月５日（木）12：20～12：50
奏者：邦楽ユニット「ちどり」

エコ・キッズスペース

今年のエコットフォーラムは、市民がつくる学びの場の実践
事例から学びの場の創り方、育て方を考えます。
講師：多田千尋さん（東京おもちゃ美術館長）
　　　松原雅裕さん、金田裕子さん（つくらし＝つくる×くらし主宰）

12月20日（日）13：30～16：30

e-cafeも
やってるよ♪

エコットフォーラム2015
「市民による学びの場の創出」

〜東京おもちゃ美術館の取り組みに学ぶ〜

予告



③ ①と②の間に好きな写真を入れて、
　 貼り合わせる。
④ 絵をかいたり、シールやマスキング
　 テープを使って飾りつけする。

捨てずに楽しく

リユース工作！

ごみを減らすキーワード

日本では、便利な生活をするために、どんどんものをつくってどんどん捨てています。その結果、１年間に出る
ごみの量は4,543万トン、1人１日あたりでは976グラムです（平成23年度）。
私たちが出したごみは、燃やされたり、細かく砕かれて、最後には処分場に埋め立てられています。しかし、こ
のままごみが増え続けると、埋める場所がなくなってしまうと予測されています。
資源としてリサイクルすることは大事ですが、ごみそのものを減らすことはもっと大事です！

今、日本は「大リサイクル社会」です。リサイクルには、たくさ
んのエネルギー、お金、人手がかかります。また、近年、リサ
イクル量とともに食品トレーやペットボトルといった容器など
の生産量が増えて、貴重な資源の枯渇が心配されています。
まず、「リデュース」「リユース」ができないかを考えていきま
しょう！

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

ダンボールでつくる
フォトフレーム

【材料】
・ダンボール
・両面テープ
・シールやマスキングテープ
　（飾り用）

【作り方】

① ダンボールを2枚切る（18cm×14cm）。
② １枚の中心を切り取る（11cm×7cm）。
　 裏面に両面テープを貼る。

「３Ｒ」 「２Ｒ」「３Ｒ」 「２Ｒ」から へ！

Reduce（リデュース）　ごみをへらす
●マイバッグで買い物をする
●つめかえのできる製品を選んで買う
●必要なものを必要な量だけ買う　　など

Reuse（リユース）
くりかえし使う

Recycle（リサイクル）
資源にもどして再び利用する

●いらなくなったものは捨てずに
　必要な人にゆずる
　（フリーマーケット、おさがり）
●壊れたら修理して使う　など

●分別して資源回収に出す
●リサイクルされた製品を
　選んで使う　　　　　など

順番が大事！

ごみを減らす
キーワード

「３R」

「３R」
から

「２R」へ

知
�
て
る
？

まだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物のこと。
日本では、1人１日「おにぎり約１～２個分」が捨てら
れています。「食品ロス」の約半分は家庭から。必要
なものを、食べきれる量だけ買うことが大切ですね。

食 品 ロ ス リユースびん
洗ってくりかえし使えるびんのこ
と。新しくびんをつくるよりも、
資源とエネルギーを節約すること
ができます。

出典：京エコロジーセンターホームページ



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
秋といえば？「食欲の秋」「スポーツの秋」「読書の秋」…
eco-Tでは「イベント出展の秋」！今年も、市内19か所の
交流館祭などに出展します。現在、イベント出展用の新
プログラム「雑紙分別ゲーム」を製作中。他にも楽しくエ
コライフを学べるプログラムを準備中です。ぜひeco-T
ブースにお立ち寄りください。
10月は3R推進月間。ごみを減らすヒントを学びに、
eco-Tにも遊びに来てくださいね♪

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

環境学習に取り組む団体の方々が、韓国
から来館。お互いに情報交換もしました。

「ごみを減らすためにきちんと分別する
ことが大切。」見学を通して実感！
（ごみのゆくえを見に行こう～特別コース～）

今年も大盛況！子どもたちの熱心な仕
事ぶりに脱帽。

（エコットキッズタウン）

列車のおもちゃで、ちびっこもクール
シェア！

（ちびっこレールパーク）

小型家電の中には貴重な金属がいっぱい！
リサイクル体験しました。

カンナがけを初体験！自分でつくった
はしで食べるご飯はおいしいよ。

8/6（木）視察がいっぱい！ 8/22（土）小型家電から金を発掘！ 8/22（土）マイはしを持って行こう♪

夏休みはeco-Tでクールシェア♪
暑かった今年の夏は、昨年よりもたくさんの来館者で
にぎわいました。涼しいeco-Tで楽しく学んでもらえ
たかな？

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

スケジュール

豊田市では、みなさんの夏の思い出（クール
シェア）を募集中（～9/30）。
とよたエコポイント100Pがもらえるよ♪

eco-Tのホーム
ページから、
展示品を見る
ことができます。
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検索 クールシェア特設ページ　豊田


