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TEL：0565-26-8058　　FAX：0565-26-8068
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ホームページ：

豊田市環境学習施設 事務局

エコット 豊田 検索

熊本県、大分県で大きな地震がありましたね。被害にあ
われたみなさまにお見舞い申し上げます。１日も早く安
心できる日々が戻りますように、eco-Tも微力ながら応
援します。エコットフェスタで、被災地で活動を行う団
体（NPO等）への寄付を募ります。ご協力をお願いし
ます。
さて、10年目を迎えたeco-Tは、新しいチャレンジを行
います。小学校向け環境学習の充実やフェスタの2日間
開催、木育（もくいく）活動がスタートします！ 

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

貸出用のおもちゃたち。気持ちよく使ってもら
えるように月１回点検、消毒を行っています。

先号のeco-T通信の『再生可能エネル
ギークイズ』。挑戦してくれたかな？

「ピカピカの石みつけたよ！」。地球との関係
を学びながら、石ころ標本をつくりました。

3/11（金）キレイに安全に 3/23（水）インタープリターと答え合わせ 3/27（日）もった博士のかがく倶楽部

ご家庭で眠っている食器や子ども服、読み終えた本…
まだ使えるものもたくさんあるのでは!?そんなグッ
ズの交換会。気に入ったものがあれば持ち帰りだけ
でも大丈夫です♪
＊募金へのご協力をお願いします。

楽しく笑ってecoを学ぼう！
11：00スタート

６月４日（土）・５日（日）10：00～ 14：00（6/5 9：30～ ９周年記念セレモニー）

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。
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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。

「地域の活性化を図りたい」と考えられ
た積み木。思いと一緒に受け取りました。

キャラバンカー（電気自動車）に
積み木をのせて伺います！

積み木キャラバン隊ボランティア
育成講座。14人が受講しました。

幸せの『木』色い積み木キャラバン隊 始動
稲武中学校の卒業生が考案した「幸せの『木』色い積み木」が豊田市に寄贈されました。eco-Tでは、これらの積み
木を使って、遊びを通して子どもたちに森林の大切さや地球温暖化防止活動の取り組みについて伝える『キャラバ
ン隊』を結成！ボランティアスタッフが、市内のこども園などで木育活動を行います。

オープン９周年
記念イベント

この他にも、楽しい催しがいっぱい！

6/4
リユースひろば

～もったいない陶器市　子ども服おさがり市　くるっと文庫～

笑劇派のecoコント

エコ屋台村
～スタンプラリーでミニエコ体験～

リユースひろば
～もったいない陶器市　子ども服おさがり市　くるっと文庫～

笑劇派のecoコント

ゲームやクイズ、工作など、
わくわく楽しい体験がいっ
ぱい！

「カエルポイント」をためて、
交換会に参加しよう！
遊ばなくなったおもちゃや
絵本も持ってきてね♪

スタンプをためると
記念品がもらえるよ♪

6/5
エコ屋台村

～スタンプラリーでミニエコ体験～

かえっこバザール～おもちゃの交換会～

エコ屋台村
～スタンプラリーでミニエコ体験～

かえっこバザール～おもちゃの交換会～
これまでにためた

ポイントも使えるケロ

『木育キャラバン in エコット』

300種類以上の木のおもちゃや積み木が大集合！
木のおもちゃのぬくもりと楽しさを感じましょう♪

対　象：どなたでも（小学校3年生以下は保護者同伴）
協　力：NPO法人日本グッド・トイ委員会、
　　　　東京おもちゃ美術館、根羽村森林組合

7月2日（土）・3日（日）10：00～16：00

＊来館者多数の場合は、入場制限や入替制とさせていただくことがあります。ご了承ください。

木工ワーク
ショップも
開催！



生ごみからの堆肥づくりを学びます。
参加費／1,380円（器材一式付き）  講　師／豊田利幸さん

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員20名〉

6月18日（土） 13：30～15：00

英語、ロシア語、アラビア語など、いろいろな
文字を書いてみます。外国語で名刺もつくります。
持ち物／筆記用具　参加費／ 300円
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

６月12日（日）  10：00～12：00

６月の講座：5月19日（木）10時から　　７月の講座：6月19日（日）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・７月の
休 館 日

6/6（月）、6/13（月）、6/20（月）、6/27（月）
7/4（月）、7/11（月）、7/19（火）、7/25（月） ＊7/18（月・祝）は開館

エコットキッズタウン2016
～こどもがつくるこどものまち～

８月1日（月）～４日（木）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♪

夏休みの予告夏休みの予告

日にち：６月19日（日）
講　師：有川真理子さん
　　　　　　　　（認定NPO法人環境市民）
環境にやさしい買い物とは？
消費と環境の関わりについて考えます。

お買い物シフト！社会をもっとサステナブルに

日にち：7月16日（土）
講　師：高橋真樹さん
　　　        （ノンフィクションライター）
日本各地でご当地エネルギーが生まれています！
自然エネルギーによるまちづくりを紹介します。

ご当地エネルギーはじめました！

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。

「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
その他／絵画指導ではありません
〈小学生以上（1・2年生は保護者同伴）　定員各25名〉

7月28日（木）～30日（土）　10：00～15：00

自分だけのソーラーカーをつくってみよう。
持ち物／筆記用具、はさみ
参加費／1,300円　講　師／高橋真樹さん
〈小学校４年生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

７月17日（日）  10：00～12：00

空き箱を利用して、かわいい貯金箱をつくります。
持ち物／はさみ、のり、ボンド、テープ・
　　　　ビーズ・シール（飾り用）
〈小学生以上（1・２年生は保護者同伴）　定員20名〉

７月23日（土）  10：00～12：00

梅シロップ

【材　料】
青梅・・・・・・・・・・１㎏
氷砂糖・・・・・・・・・１㎏
ビン（４リットル）・・・１個地球1個分で暮らそう！

6月8日（水）～ 30日（木） 9：00～ 17：00

６月は環境月間です。
今のライフスタイルをふりかえって、インタープリター
と一緒に地球１個分で暮らす方法を考えます。

とよたエコポイント
がもらえるよ

【作り方】
①ビンに熱湯を少し入れ、全体に回す（やけどに注意！）。
　ふきんでふき取り、ビンの中を完全に乾燥させる。
②青梅を水でていねいに洗い、たっぷりの水に１～２時間つけて、
　アク抜きをする。
③青梅の水気をしっかりとふき取り、竹串を使ってヘタを取る。
　ビニール袋に入れ、冷凍庫で一晩以上寝かせる。
④ビンに、青梅と氷砂糖を交互に入れ、冷暗所に保存する。
　氷砂糖が溶けやすくなるように、毎日ビンをゆする
　（１週間～ 10日くらい）。
⑤青梅の実を取り出し、目の細かい布でこす。
⑥鍋に入れ、弱火で15分くらい火にかける。沸騰しないように注意
　し、アクをとる。

　水で薄めて飲んだり、かき氷のシロップにするのもおすすめ！

日本には、糸雨、煙雨、喜雨、時雨、氷雨、五月雨、夕立など、雨を表す言葉がたくさん
あります。このことからわかるように、日本人は、雨を身近に感じ、雨とのつながりを大切
にしてきました。雨と私たちのくらしにはどんなつながりがあるのでしょうか？考えてみましょう。

しう えんう しぐれ ひさめ ゆうだちさみだれきう

～雨のめぐみ～

～雨の影響～

飲み水、料理、洗たく、お風呂など、私たちの生活に欠かすことができ
ない『水』。農業や工業にも利用されています。これらの水は、もとも
とは山や森に降った雨。森林などにたくわえられた雨は、川に流れ込ん
だり、地下水としてしみ出し、やがて海にそそがれます。海水は蒸発し
て大気中へ戻り、その水蒸気が雲になって雨となるのです。
地球上にある水のほとんどは海水で、私たちが利用できる水は0.01%し
かありません。地球上の水をお風呂1杯（200ℓ）とすると、実際に使
える水はスプーン1杯（20cc）程のわずかな量です。また、外国では水不足に困っている地域もあります。水は
大切な資源です！大切に使いましょう。

最近、地球温暖化の影響で集中ごう雨が増えているといわれています。限られ
た地域にはげしく大量の雨が降るため、洪水などの被害が出ることもあります。
私たちができることは!?　eco-Tで学びましょう！

豊田市民１人が１日に使っている水の量は、
329リットル（2014年度）。ペットボトル（500
ミリリットル）658本分です。私たちは、とても
たくさんの水を使っていますね。

●手洗いや食器洗いで、水を出しっぱなしにしない
●節水シャワーヘッドを取りつける
●お風呂の残り湯を洗たくに使う　　など

eco-Tでは、地球温暖化を学ぶ『出前授業』を実施中！
インタープリターが児童の学びをサポートします。
総合学習などでぜひご活用ください。

ペットボトルを利用して、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、ペットボトル （500ml）、
　　　　毛糸、テープ・ビーズ・ シール（飾り用）
〈小学生以上（1・2年生は保護者同伴）　定員20名〉

7月24日（日）　10：00～12：00

はぎれや古布を使って、ハートを組み合わせたカゴをつくります。
持ち物／裁縫道具、定規、ボンド、手芸わた、
　　　　はぎれや古布（25×25センチを2枚分／
　　　　10×8センチを16枚分）

〈中学生以上　定員15名〉　　 

７月16日（土）  10：00～12：00

8/1（月）は
臨時開館！

ランチにぴったりな焼きそばと旬のスイカ
パンチをつくります。
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〉

７月10日（日）  10：00～13：00

環境や自然を題材に、夏の便りを描きます。
持ち物／タオル、（あれば）線を描く小筆、
　　　　 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〉

7月28日（木）　10：00～12：00
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329リットル（2014年度）。ペットボトル（500
ミリリットル）658本分です。私たちは、とても
たくさんの水を使っていますね。

●手洗いや食器洗いで、水を出しっぱなしにしない
●節水シャワーヘッドを取りつける
●お風呂の残り湯を洗たくに使う　　など

eco-Tでは、地球温暖化を学ぶ『出前授業』を実施中！
インタープリターが児童の学びをサポートします。
総合学習などでぜひご活用ください。

ペットボトルを利用して、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、ペットボトル （500ml）、
　　　　毛糸、テープ・ビーズ・ シール（飾り用）
〈小学生以上（1・2年生は保護者同伴）　定員20名〉

7月24日（日）　10：00～12：00

はぎれや古布を使って、ハートを組み合わせたカゴをつくります。
持ち物／裁縫道具、定規、ボンド、手芸わた、
　　　　はぎれや古布（25×25センチを2枚分／
　　　　10×8センチを16枚分）

〈中学生以上　定員15名〉　　 

７月16日（土）  10：00～12：00

8/1（月）は
臨時開館！

ランチにぴったりな焼きそばと旬のスイカ
パンチをつくります。
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〉

７月10日（日）  10：00～13：00

環境や自然を題材に、夏の便りを描きます。
持ち物／タオル、（あれば）線を描く小筆、
　　　　 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〉

7月28日（木）　10：00～12：00



eco-T日記（ブログ）より

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 事務局

エコット 豊田 検索

熊本県、大分県で大きな地震がありましたね。被害にあ
われたみなさまにお見舞い申し上げます。１日も早く安
心できる日々が戻りますように、eco-Tも微力ながら応
援します。エコットフェスタで、被災地で活動を行う団
体（NPO等）への寄付を募ります。ご協力をお願いし
ます。
さて、10年目を迎えたeco-Tは、新しいチャレンジを行
います。小学校向け環境学習の充実やフェスタの2日間
開催、木育（もくいく）活動がスタートします！ 

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

貸出用のおもちゃたち。気持ちよく使ってもら
えるように月１回点検、消毒を行っています。

先号のeco-T通信の『再生可能エネル
ギークイズ』。挑戦してくれたかな？

「ピカピカの石みつけたよ！」。地球との関係
を学びながら、石ころ標本をつくりました。

3/11（金）キレイに安全に 3/23（水）インタープリターと答え合わせ 3/27（日）もった博士のかがく倶楽部

ご家庭で眠っている食器や子ども服、読み終えた本…
まだ使えるものもたくさんあるのでは!?そんなグッ
ズの交換会。気に入ったものがあれば持ち帰りだけ
でも大丈夫です♪
＊募金へのご協力をお願いします。

楽しく笑ってecoを学ぼう！
11：00スタート

６月４日（土）・５日（日）10：00～ 14：00（6/5 9：30～ ９周年記念セレモニー）

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。
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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。

「地域の活性化を図りたい」と考えられ
た積み木。思いと一緒に受け取りました。

キャラバンカー（電気自動車）に
積み木をのせて伺います！

積み木キャラバン隊ボランティア
育成講座。14人が受講しました。

幸せの『木』色い積み木キャラバン隊 始動
稲武中学校の卒業生が考案した「幸せの『木』色い積み木」が豊田市に寄贈されました。eco-Tでは、これらの積み
木を使って、遊びを通して子どもたちに森林の大切さや地球温暖化防止活動の取り組みについて伝える『キャラバ
ン隊』を結成！ボランティアスタッフが、市内のこども園などで木育活動を行います。

オープン９周年
記念イベント

この他にも、楽しい催しがいっぱい！

6/4
リユースひろば

～もったいない陶器市　子ども服おさがり市　くるっと文庫～

笑劇派のecoコント

エコ屋台村
～スタンプラリーでミニエコ体験～

リユースひろば
～もったいない陶器市　子ども服おさがり市　くるっと文庫～

笑劇派のecoコント

ゲームやクイズ、工作など、
わくわく楽しい体験がいっ
ぱい！

「カエルポイント」をためて、
交換会に参加しよう！
遊ばなくなったおもちゃや
絵本も持ってきてね♪

スタンプをためると
記念品がもらえるよ♪

6/5
エコ屋台村

～スタンプラリーでミニエコ体験～

かえっこバザール～おもちゃの交換会～

エコ屋台村
～スタンプラリーでミニエコ体験～

かえっこバザール～おもちゃの交換会～
これまでにためた

ポイントも使えるケロ

『木育キャラバン in エコット』

300種類以上の木のおもちゃや積み木が大集合！
木のおもちゃのぬくもりと楽しさを感じましょう♪

対　象：どなたでも（小学校3年生以下は保護者同伴）
協　力：NPO法人日本グッド・トイ委員会、
　　　　東京おもちゃ美術館、根羽村森林組合

7月2日（土）・3日（日）10：00～16：00

＊来館者多数の場合は、入場制限や入替制とさせていただくことがあります。ご了承ください。

木工ワーク
ショップも
開催！


