
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～」

エコットフォーラム2015特別企画「木にふれよう　木とあそぼう」エコットフォーラム2015特別企画「木にふれよう　木とあそぼう」

さまざまな世代が活躍し、共に学びあう場はどのように創られ、育てられていくのでしょうか。

12月5日（土）10時から申込み受付開始。eco-T事務局（TEL：26－8058）まで

日　　時：12月20日（日）13：30～16：30（13：00開場）
対　　象：どなたでも（子ども連れ可。託児はありません）
定　　員：150名
申込方法：以下のことを電話、FAX、Eメールいずれかでお知らせください。
　　　　　①氏名　②年代　③電話番号　④住所　⑤同伴者氏名

参加費無料

曲げわっぱをつくろう
根羽村の木材を使って、木のお弁当箱「わっぱ」をつくろう。
参加費／3,000円　　協力／根羽村森林組合
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員各10名〉

箸づくりに挑戦！
12月19日（土）①10：00～12：00　②14：00～16：00

カンナで削って、木の箸をつくろう。
参加費／100円
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員各30名〉

ふしぎな木のおもちゃ「ゆらゴリくん」をつくろう
12月20日（日）①10：00～11：00　②11：00～12：00

矢作川流域の木材で、サイエンストイ「ゆらゴリくん」
をつくろう。　参加費／1,000円
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員各15名〉

つみ木をつくって、あそぼう
12月19日（土）①15：00～15：45　②16：00～16：45

12月19日（土）①10：00～14：00　②10：30～14：30

専用の治具を使って、つみ木をつくろう。
参加費／３,000円（治具、材料費込み）　協力／つくらし
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員各４組〉

つみ木ひろば
12月5日（土）～12月20日（日）９：00～17：00

たくさんのつみ木で、自由にあそぼう
協力／オイスカ中部日本研修センター

木のおもちゃであそぼう
やさしいぬくもりの木のおもちゃたち。
木育に触れてみませんか？
協力／根羽村森林組合

講 演 「東京おもちゃ美術館の取り組みに学ぶ」
　多田千尋さん（東京おもちゃ美術館館長・認定NPO法人日本グッド・トイ委員会理事長）

話題提供 「学びの場をクリエイトする！」
　松原雅裕さん・金田裕子さん（つくらし＝つくる×くらし主宰）

申込み
不要

多田千尋さん
ただ ちひろ

松原雅裕さん
まつばらまさひろ

金田裕子さん
かねだひろこ



12月の講座：11月19日（木）10時から　　１月の講座：12月19日（土）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

ロープを編んで、クリスマスリースを
つくります。
持ち物／裁縫道具、はさみ、ボンド
参加費／100円
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

かんたんエコ手芸教室　～リースをつくろう～

もった博士の「かがく倶楽部」　～食べ物で電気をつけよう～
12月13日（日）　10：00～12：00

１月23日（土）　10：00～12：00

いろいろなものに電気を通す実験をして、
電気について考えます。
参加費／300円
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

12月12日（土）　10：00～12：00
大きな貝がらと布を使って、おひな
さまをつくります。
持ち物／はまぐりや大アサリなどの
　　　　貝がら、はぎれ、はさみ、
　　　　ボンド
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

かんたんエコ手芸教室　～貝がらでおひなさまをつくろう～

１月17日（日）　10：00～13：00

旬の野菜や魚を使って、魚すきをつ
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（小学生は保護者同伴）　定員20名〉

エコットクッキング　～あったか鍋をつくろう～
クリスマス料理をつくり、エコ・クッキングのポイントを
学びます。
持ち物／エプロン、タオル、ふきん、広告チラシ（ごみ箱用）、筆記用具
参加費／500円
場　所／東邦ガス株式会社　豊田営業所2F（豊田市挙母町5－64）
講　師／東邦ガスクッキングインストラクター
メニュー／チキンソテーみかんソースがけ、根菜のクリーム
　　　　シチュー、おからと人参のケーキ

〈18歳以上　定員24名〉

東邦ガス・eco-T共催「エコ・クッキング教室」

地球温暖化を学んでエコかるたをつくろう
～12月は地球温暖化防止月間～

期間展示

12月1日（火）～26日（土）

今年日本で起きた異常気象などをふりかえりながら、これ以上悪化
しないように考えていきましょう。カードゲームをしたり、エコ
かるたをつくって楽しく学びます。

めぐり座とメリークリスマス
定員：25組　　場所：eco-T
エコット劇団めぐり座の公演と親子でふれあい遊びを楽しみます。

冬の森であそぼう
定員：15組　　場所：トヨタの森
参加費：150円

12月17日（木）

１月27日（水）

＜未就園児の親子＞　10：00～12：00

エコ・キッズスペース

12・１月の
休 館 日

12/7（月）、12/14（月）、12/21（月）
12/28（月）～１/４（月）、1/12（火）、1/18（月）、1/25（月）

＊1/11（月・祝）は開館 祝日の見学は
おすすめ♪

年末年始休館日のお知らせ
12/28（月）～1/4（月）は、
休館します。

＊12/27（日）はeco-Tの大そうじです。

12･1月の講座・イベント情報12･1月の講座・イベント情報

12月11日（金）　10：30～13：30

「自分にとって今、必要なモノは何か？」身の回りにあふれる
物との関わり方を通して『人生で大切なもの』を見つけ出す
365日のモノがたり。
日時：１月24日（日）
　　　13：30～15：30
対象：どなたでも
　　　（子ども同伴可、託児なし）
定員：50名 © Unikino 2013

エコット映画会「365日のシンプルライフ」

とよたエコ
　ポイントが
　　もらえるよ

インタープリター育成講座
～エコライフへの案内人になろう～
エコライフに関心のある方、何か新しく始めてみたい方、
人とお話しするのが好きな方…。
一緒に楽しく活動しませんか？ 
日程：12/8（火）、12/25（金）、1/19（火）、2/2（火）、
　　　2/16（火）、3/15（火）
時間：13：30～16：30（12/25のみ９：30～15：00）

活動の様子
＊詳細はeco-T事務局までお問い合わせください。

10期生
募集



まちを守っている

木の地産地消

森は

豊田市には森がたくさんあることを知っていますか？市域の約68％が森林で、そのうちの57％がヒノキやスギな
どの人工林です。森と木と私たちの生活について、一緒に考えましょう。

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

【材料】
・牛乳パック（１リットル用）
・ひも
・はさみ
・セロテープ

【作り方】
①牛乳パックを切り開き、赤い部分を切り取る。
②赤い点線で山折りにする。
③裏返して、青い点線で谷折りにする。
④耳を折り込んで、セロテープでとめる。
⑤好きな絵を描いて、ひもを通して、できあがり♪

ひもを
通す

牛乳パックでつくるポシェット

森は降った雨を蓄えて、ゆっくりと川に流してく
れるため、洪水がおこりにくくなります。また、
木の根が土砂くずれを防ぐ役割もあります。

木は地球温暖化の原因となるCO2（二酸化炭素）
を吸収します。若い木は成長をするとき、どんど
んCO2を吸収しますが、成熟した木や荒れた森
の木は吸収量が減ってしまいます。そのため、間
伐などをして森を元気にすることが大切です。

ＣＯ2を吸収

地元（地域）で生産された木材を、地元（地域）で消費しよう。
間伐の推進につながるし、環境への負荷も小さくなります！
eco-Tでも積極的に地元の木材を利用しています♪

★矢作川流域の木材を使った箸づくり
　体験を実施しています。

★eco-T館内では豊田市産の
　木材がたくさん使われています。

かべ板、ゆか板

トコつみ木

探して
みよう！

間伐って何かな？
eco-Tに行って
インタープリター
に聞いてみよう

牛乳パック

がかわいく

変身！

わたしたちの身近な森や木わたしたちの身近な森や木
～森や木に守られている私たちのくらし～

① ② ③

④ ⑤



eco-T日記（ブログ）より

編集後記編集後記
エコットフォーラムのテーマは「学びの場の創り方、育
て方」。東京おもちゃ美術館の事例を聞いて、eco-Tの
10年目、10周年に向けた姿を、みなさんと一緒に考え
たいと思います。eco-Tは「私たちがつくる私たちの学
習施設」。市民のみなさんが主役です！
12月は地球温暖化防止月間。CO2を減らすこと、地球
温暖化に備えることの両方の対策が必要です。eco-Tで
学んで、できることから始めてみませんか？

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

『地域支援室』より出前講座の依頼が
あり、万華鏡をつくりました。

東幡豆のトンボロ干潟で生き物観察。
矢作川の河口も見たよ！

展示室に期間限定のリユースひろば。
衣替えの季節に大好評でした。

9/26（土）浄水小学校で土曜講座 10/11（日）いきものめぐみ塾 10/14（水）リユースをひろげよう！

原因は私たちの生活から出る二酸化炭
素。実験を通して仕組みを実感！
［地球温暖化の現状、仕組み、原因を知ろう］

海面上昇、異常気象の増加など、さま
ざまな影響が！対策を一緒に考えます。
［地球温暖化の影響と私たちができること］

対策の1つとして燃料電池の活用が進ん
でいます。未来を変えるのは私たち！
［燃料電池自動車を走らせよう～水素社会に向けて～］

連続授業『だんだんなんだか、おんだんか？』
今年も台風による災害が各地で起こり、地球温暖化の影響ではないかと言わ
れています。地球温暖化の原因は？防ぐために私たちができることは？…
小学校５年生理科の単元「天気の変化」をきっかけに、地球温暖化の「緩和策」
と「適応策」について考えました。

７～10月のeco-T７～10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

映像や実験などを通して、参加・
体験型のプログラムを展開！
eco-Tでは、先生のご要望をうか
がって、一緒に授業を考えます。

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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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


