
発表の様子

eco-T日記（ブログ）より

編集後記編集後記
新年の始まりにどんな目標を立てましたか？eco-Tは今
年開館10年目。節目の年を迎え、10周年に向けて新し
いチャレンジを準備中。
また、1/31（日）・2/2（火）・2/3（水）は、eco-T流豆ま
きを体験できます。季節の変わり目には鬼（邪気）が現
れるとされ、追い払うために豆をまく風習がありますね。
eco-Tに来て豆まきしませんか？

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

中山小学校４年生の「お店でエコ探し」を
お手伝い。エコマークも見つけたよ！

期間展示でつくったエコかるた。展示
室で遊べるよ！

東邦ガスとの共催講座。旬の食材をお
いしくいただきました。

11/12（木）お店にもエコがいっぱい！ 12/1（火）～26（土）エコかるたをつくろう 12/11（金）エコクッキングのヒントがいっぱい！

①リユース工房にて展示家具の状態を確認
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、
展示家具を見る
ことができます。

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

11～12月のeco-T11～12月のeco-T

新しい地球温暖化対策の枠組みが2020年からスタート ～COP21でパリ協定を採択～新しい地球温暖化対策の枠組みが2020年からスタート ～COP21でパリ協定を採択～

とよたこどもエコクラブ交流発表会

日　時　2月14日（日）10：00～12：00

2015年11月30日から12月13日まで、COP21（国連気候変動枠組条約第21回締約国会議）が開催され、低炭素社会を
目指して、世界が協力して対策を進めていくことを約束しました。

日本は2030年に2013年比で温室効果ガスを26%削減する目標を掲げています。
そして、家庭部門のCO2は約40％削減が目標。そのためには、私たちのくらしを
「省エネ・創エネ生活」に移行する必要があります。楽しく無理なく続けられるエコ
ライフのヒントをeco-Tで学びましょう！

●世界共通の長期目標
気温の上昇を産業革命前と比べて2℃未満に抑える。さらに、1.5℃未満になるよう
に努力する。
温室効果ガスの排出量増加をできるだけ早く止める。今世紀後半には、森林など自
然が吸収できる量まで排出量を減らし、実質ゼロにする。

●条約に加盟する196の全ての国と地域が削減目標を５年ごとに提出、更新し、実施
状況を報告、検証を受ける。

学校や地域で活動しているクラブの年に一
度の発表会。こどもたちの工夫がつまった
エコ活動の発表をぜひ見に来てください！
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平成28年3月 申込み不要。
直接お越し
ください！

出典：EDMC/エネルギー・経済統計要覧2015年版

パリ協定で合意された内容（一部）

トピック
ス

　　　　　豊田市を含む愛知県西三河地域の５市の市長が『エネルギーの地産地消』
　　『温室効果ガスの大幅削減』『気候変動への適応』に共同で取り組むことを誓約しました。
　　具体的な目標の決定や行動計画の作成がスタートします。

みんなでブランコに乗ったよ！
（木育ひろば　12/5～20）

ぼくのお弁当箱、つくるんだ！
（木工ワークショップ・曲げわっぱづくり　12/19）

eco-Tの今後に向けてのアドバイスも！
（エコットフォーラム・トークセッション　12/20）

エコットフォーラム2015『市民による学びの場の創出』開催

東京おもちゃ美術館館長の多田千尋さん、「つくる×くらし＝つくらし」の松原雅裕さん、金田裕子さんの3人をお迎
えして、学びの場のつくり方、育て方について講演いただきました。
前日の19日（土）には木工ワークショップも実施。曲げわっぱやお箸、つみ木をつくる体験を楽しみました。展示室には、
根羽杉でつくったブランコやオセロ、たくさんのつみ木を設置。大人から子どもまで、木のぬくもりを感じていました。

12/20（日）

衣・食・住から考えよう身近な省エネ
～2月は省エネルギー月間～

省エネと言えば…電気を消す。
それだけでしょうか？？
私たちのくらしにかかせない
衣・食・住から省エネについ
て考えましょう。お得な省エ
ネのヒントも学べます♪

日　時
2月6日（土）
　～２月28日（日）
９：00～17：00

とよたエコポイントが
もらえるよ♪



　家族みんなでひとつの部屋に集まって過ごせば、暖房のエネルギーを
　減らせるとともにコミュニケーションが深まりますね！
　みんなで鍋を囲めば、鍋の湯気による加湿効果でさらにポカポカ。

１つの部屋に集まってウォームシェア

ごみ収集車も
見られるよ！

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

eco-Tでエコ体験してとよたエコポイントを貯めよう！

＜未就園児の親子　15組＞

エコ・キッズスペース
３月９日（水）　10：00～12：00

２・３月の
休 館 日

2/1（月）、2/8（月）、2/15（月）、2/22（月）、2/29（月）、
3/7（月）、３/14（月）、３/22（火）、3/28（月）

＊2/11（木・祝）＆3/21（月・祝）は開館 祝日の見学は
おすすめ♪

石を分類しながら、地球の歴史のナゾに迫
ります。キラキラ石ころ標本もつくります。
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」　～石ころから見える地球の歴史～

2･3月の講座・イベント情報2･3月の講座・イベント情報
２月の講座：２月５日（金）10時から　　３月の講座：２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

はぎれや古布を使って、つまみ細工のブローチをつくります。
持ち物／はぎれや古布（3×3センチ・15枚分）、裁縫道具、
　　　　ピンセット、定規、洗濯ばさみ（3個）、ボンド
参加費／100円
　〈中学生以上　定員15名〉

かんたんエコ手芸教室　～ブローチをつくろう～
3月19日（土）　10：00～12：00

エコットクッキング　～お花見弁当をつくろう～
2月14日（日）　10：00～12：00

表紙をご覧ください。
とよたこどもエコクラブ交流発表会

3月13日（日）　10：00～13：00

3月27日（日）　10：00～12：00

春の食材を使って、お花見弁当をつくります。
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〉

コドモ＋木育おもちゃのおはなし
木のおもちゃを取り入れた子育てや遊びにつ
いてのお話。簡単なおもちゃづくりもします。
講師：鈴木智香子さん（おもちゃコンサルタント）

とよたエコポイント情報誌「ECOLife冬号」発行！
お友達紹介キャンペーン中！

≪eco-Tのポイント発行メニュー≫
・エコライフ講座に参加
・渡刈クリーンセンターを見学【団体・個人】
・出前講座、出前授業に参加
・期間展示の体験　など ひとりでも家族でも、みんな来てね♪

とよたエコポイントは、リサイクル、買い物、通勤、環境学習など、
さまざまな環境配慮行動に対して発行されます。貯めたポイントは、
エコ商品や豊田市の特産品などと交換することができます。

エコポイントの貯め方や使い方、お得情報を
掲載した冊子が完成。eco-Tでも配布してい
ます。

豊田のおいしい農産物が当たる大チャンスです。毎月
5人に当たります！これからエコファミリーになると
エコポイント100ptもらえます♪

2月28日（日）　10：00～12：00

燃料電池自動車のしくみを学び、模型を走ら
せます。
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」　～燃料電池自動車を走らせよう～

2月27日（土）　10：00～12：00

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
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

エコ絵手紙講座　～冬編～

12月1日（火）～２月29日（月）

2月・3月の土曜日・日曜日・祝日
10：00～16：00

～寒い冬は
　　　ウォームシェア～

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

家の暖房を止めて、あたたかい場所をみんなでわかちあう
のが「ウォームシェア」。eco-Tで楽しく過ごしませんか？

寒い冬の時期は、暖房の利用が増えてエネルギー消費が増えますね。そんな時にひと工夫！食の工夫
で賢くお得に省エネしませんか？

～食の工夫で省エネしよう～

【材料（約30個分）】
薄力粉 …………………………… 140g
ベーキングパウダー …………… 小さじ2/3
サラダ油 ………………………… 大さじ３
はちみつ ………………………… 大さじ３
しょうが（すりおろしたもの） …… 小さじ1～2

冬にぴったりなクッキーです。
あたたかい飲み物と一緒にHOTひと息♪しょうがとはちみつのクッキー

【作り方】
①薄力粉とベーキングパウダーをボールに入れる。
②サラダ油を加え、粉っぽさがなくなるまで箸でかき混ぜる。
③はちみつとしょうがを加え、さらにかき混ぜてまとめていく。
　まとまりにくい場合は、牛乳または豆乳大さじ３程度を加減
　しながら加え、少しずつ混ぜる。
④ビニール袋に入れ、冷蔵庫で30分くらい休ませる。
⑤生地を冷蔵庫から出し、ビニール袋の上から伸ばす。
⑥袋を破って型抜きをする。
⑦170℃にあたためたオーブンで12分程度焼いたらできあがり！

しょうがは体をあたためるよ！

保温性が高いので余熱調理が得意。
温度が少しずつ下がっていく過程で味も染み込みます。
余熱調理でおいしく省エネにもなりますね。

土鍋は保温調理器

体をあたためるおすすめ食材

土鍋は、おでん
づくりにもおす
すめ！

冬が旬の食べ物（お鍋にもぴったり！）冬が旬の食べ物（お鍋にもぴったり！）

根菜・芋類など地下でエネルギーを蓄えた食べ物 温かい飲み物も効果的！

色が黒っぽい食べ物

根菜・芋類など地下でエネルギーを蓄えた食べ物 温かい飲み物も効果的！

色が黒っぽい食べ物

だいこん

紅茶ごぼう

ひじきサケ

にんじん

黒豆

甘酒さつまいも

▶▶▶http://toyota-efami.com/

「とよたエコポイント」
「エコファミリー」に
関する総合サイトです。
最新情報を確認できます！



　家族みんなでひとつの部屋に集まって過ごせば、暖房のエネルギーを
　減らせるとともにコミュニケーションが深まりますね！
　みんなで鍋を囲めば、鍋の湯気による加湿効果でさらにポカポカ。

１つの部屋に集まってウォームシェア

ごみ収集車も
見られるよ！
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＜未就園児の親子　15組＞

エコ・キッズスペース
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＊2/11（木・祝）＆3/21（月・祝）は開館 祝日の見学は
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石を分類しながら、地球の歴史のナゾに迫
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エコポイント100ptもらえます♪
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もった博士の「かがく倶楽部」　～燃料電池自動車を走らせよう～
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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
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12月1日（火）～２月29日（月）

2月・3月の土曜日・日曜日・祝日
10：00～16：00

～寒い冬は
　　　ウォームシェア～

列車のおもちゃを走らせて遊ぼう！
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家の暖房を止めて、あたたかい場所をみんなでわかちあう
のが「ウォームシェア」。eco-Tで楽しく過ごしませんか？

寒い冬の時期は、暖房の利用が増えてエネルギー消費が増えますね。そんな時にひと工夫！食の工夫
で賢くお得に省エネしませんか？

～食の工夫で省エネしよう～

【材料（約30個分）】
薄力粉 …………………………… 140g
ベーキングパウダー …………… 小さじ2/3
サラダ油 ………………………… 大さじ３
はちみつ ………………………… 大さじ３
しょうが（すりおろしたもの） …… 小さじ1～2

冬にぴったりなクッキーです。
あたたかい飲み物と一緒にHOTひと息♪しょうがとはちみつのクッキー

【作り方】
①薄力粉とベーキングパウダーをボールに入れる。
②サラダ油を加え、粉っぽさがなくなるまで箸でかき混ぜる。
③はちみつとしょうがを加え、さらにかき混ぜてまとめていく。
　まとまりにくい場合は、牛乳または豆乳大さじ３程度を加減
　しながら加え、少しずつ混ぜる。
④ビニール袋に入れ、冷蔵庫で30分くらい休ませる。
⑤生地を冷蔵庫から出し、ビニール袋の上から伸ばす。
⑥袋を破って型抜きをする。
⑦170℃にあたためたオーブンで12分程度焼いたらできあがり！

しょうがは体をあたためるよ！

保温性が高いので余熱調理が得意。
温度が少しずつ下がっていく過程で味も染み込みます。
余熱調理でおいしく省エネにもなりますね。

土鍋は保温調理器

体をあたためるおすすめ食材

土鍋は、おでん
づくりにもおす
すめ！

冬が旬の食べ物（お鍋にもぴったり！）冬が旬の食べ物（お鍋にもぴったり！）

根菜・芋類など地下でエネルギーを蓄えた食べ物 温かい飲み物も効果的！

色が黒っぽい食べ物

根菜・芋類など地下でエネルギーを蓄えた食べ物 温かい飲み物も効果的！

色が黒っぽい食べ物

だいこん

紅茶ごぼう

ひじきサケ

にんじん

黒豆

甘酒さつまいも

▶▶▶http://toyota-efami.com/

「とよたエコポイント」
「エコファミリー」に
関する総合サイトです。
最新情報を確認できます！



発表の様子

eco-T日記（ブログ）より

編集後記編集後記
新年の始まりにどんな目標を立てましたか？eco-Tは今
年開館10年目。節目の年を迎え、10周年に向けて新し
いチャレンジを準備中。
また、1/31（日）・2/2（火）・2/3（水）は、eco-T流豆ま
きを体験できます。季節の変わり目には鬼（邪気）が現
れるとされ、追い払うために豆をまく風習がありますね。
eco-Tに来て豆まきしませんか？

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

中山小学校４年生の「お店でエコ探し」を
お手伝い。エコマークも見つけたよ！

期間展示でつくったエコかるた。展示
室で遊べるよ！

東邦ガスとの共催講座。旬の食材をお
いしくいただきました。

11/12（木）お店にもエコがいっぱい！ 12/1（火）～26（土）エコかるたをつくろう 12/11（金）エコクッキングのヒントがいっぱい！

①リユース工房にて展示家具の状態を確認
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、
展示家具を見る
ことができます。

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

11～12月のeco-T11～12月のeco-T

新しい地球温暖化対策の枠組みが2020年からスタート ～COP21でパリ協定を採択～新しい地球温暖化対策の枠組みが2020年からスタート ～COP21でパリ協定を採択～

とよたこどもエコクラブ交流発表会

日　時　2月14日（日）10：00～12：00

2015年11月30日から12月13日まで、COP21（国連気候変動枠組条約第21回締約国会議）が開催され、低炭素社会を
目指して、世界が協力して対策を進めていくことを約束しました。

日本は2030年に2013年比で温室効果ガスを26%削減する目標を掲げています。
そして、家庭部門のCO2は約40％削減が目標。そのためには、私たちのくらしを
「省エネ・創エネ生活」に移行する必要があります。楽しく無理なく続けられるエコ
ライフのヒントをeco-Tで学びましょう！

●世界共通の長期目標
気温の上昇を産業革命前と比べて2℃未満に抑える。さらに、1.5℃未満になるよう
に努力する。
温室効果ガスの排出量増加をできるだけ早く止める。今世紀後半には、森林など自
然が吸収できる量まで排出量を減らし、実質ゼロにする。

●条約に加盟する196の全ての国と地域が削減目標を５年ごとに提出、更新し、実施
状況を報告、検証を受ける。

学校や地域で活動しているクラブの年に一
度の発表会。こどもたちの工夫がつまった
エコ活動の発表をぜひ見に来てください！
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平成28年3月 申込み不要。
直接お越し
ください！

出典：EDMC/エネルギー・経済統計要覧2015年版

パリ協定で合意された内容（一部）

トピック
ス

　　　　　豊田市を含む愛知県西三河地域の５市の市長が『エネルギーの地産地消』
　　『温室効果ガスの大幅削減』『気候変動への適応』に共同で取り組むことを誓約しました。
　　具体的な目標の決定や行動計画の作成がスタートします。

みんなでブランコに乗ったよ！
（木育ひろば　12/5～20）

ぼくのお弁当箱、つくるんだ！
（木工ワークショップ・曲げわっぱづくり　12/19）

eco-Tの今後に向けてのアドバイスも！
（エコットフォーラム・トークセッション　12/20）

エコットフォーラム2015『市民による学びの場の創出』開催

東京おもちゃ美術館館長の多田千尋さん、「つくる×くらし＝つくらし」の松原雅裕さん、金田裕子さんの3人をお迎
えして、学びの場のつくり方、育て方について講演いただきました。
前日の19日（土）には木工ワークショップも実施。曲げわっぱやお箸、つみ木をつくる体験を楽しみました。展示室には、
根羽杉でつくったブランコやオセロ、たくさんのつみ木を設置。大人から子どもまで、木のぬくもりを感じていました。

12/20（日）

衣・食・住から考えよう身近な省エネ
～2月は省エネルギー月間～

省エネと言えば…電気を消す。
それだけでしょうか？？
私たちのくらしにかかせない
衣・食・住から省エネについ
て考えましょう。お得な省エ
ネのヒントも学べます♪

日　時
2月6日（土）
　～２月28日（日）
９：00～17：00

とよたエコポイントが
もらえるよ♪


