
eco-Tはクールシェアスポットです。7月１日（金）から9月30日（金）まで、eco-Tに来館すると、とよたエコポイントが10ptつきます。

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
もうすぐ夏休みが始まりますね。eco-Tでは、楽しい企画を用意しています。eco-Tで涼しく過ごしませんか？
次回より、eco-T通信の発行月が変更になります。次回の発行は8月15日。以降は、偶数月の中旬発行になります。
これからもeco-T通信をよろしくお願いします。

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
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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。

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）

８月の
休 館 日

8/8（月）、8/15（月）、8/22（月）、8/29（月）
＊8/１（月）はエコットキッズタウン開催のため臨時開館します

eco-Tの開館日には
渡刈クリーンセンター
を見学できるよ！

８月の講座：７月20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

８月の講座・イベント情報８月の講座・イベント情報

８月25日（木）　10：00～12：00

人形劇を楽しもう

＜小学生以下の親子　30組＞

「ぐ・ちょき・ぱ」の人形劇。
“山の音楽隊”“三匹のこぶた”を上演。
渡刈クリーンセンターの見学もします。

エコ・キッズスペース

再生紙の紙バンドを使って、
かわいい動物の小物入れをつくります。
持ち物／はさみ、洗濯ばさみ（10個）、
　　　　  定規、木工用ボンド
参加費／200円
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

8月６日（土）　10：00～12：00
かんたんエコ手芸教室　～動物のバスケットをつくろう～

地元産の旬の野菜を使って、カレー
ライスをつくります。
持ち物／エプロン、三角巾、マイはし、
　　　　ふきん（1人2枚）、ビニール袋
参加費／400円
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員20名〉

８月1１日（木）　10：00～13：00

エコットクッキング　～夏野菜カレーをつくろう～

実験しながら、ドライアイスの正体をつき
とめます。アイスづくりの実験もあります。
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」　～ドライアイスの謎を探れ！～

8月28日（日）10：00～12：00

eco-T クールシェア特別企画
日時：7月 21日（木）～ 7月 30日（土）、８月 9日（火）～ 8月 31日（水）9：00～ 17：00

インタープリターと一緒に、
ごみを減らすヒントを学ぼう！
生ごみ処理機器の紹介コーナーもあるよ。

期間展示『おうちのごみをダイエット！』

暑い日は涼しい eco-T で学習しよう！
勉強をしたり、本を読んだり、
自由に使えます。宿題もはかどるよ。

特設『学習スペース』
日時：８月9日（火）～８月21日（日）
　　　10：00～ 16：00
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』

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』

自由研究制作コーナー
eco-T で学んだことや調べたことを、その場でまとめよう！
模造紙、ペン、のりなどをご用意します。
カメラで撮った写真やデータなどの出力もできるよ♪

期　間：7 月 21 日（木）～ 7月 30日（土）
　　　   ８月 9日（火）   ～ 8 月 31 日（水）
　　　　9：00～ 17：00
材料費：100 円（１作品）

自由研究を報告しませんか？
環境をテーマにした自由研究をぜひ見せてくだ
さい！受付期間は 7 月 21 日（木）～ 10 月 2
日（日）。写真データでもＯＫです♪
ご持参いただくと、とよたエコポイントが
100pt もらえます
＊ポイント発行は１人１回です。

エコットキッズタウン2016　～こどもがつくるこどものまち～エコットキッズタウン2016　～こどもがつくるこどものまち～
今年も eco-T に『こどものまち』が出現！まち役場や銀行で働いたり、お店を出したりして、楽しく社会の仕
組みを学ぼう。
みんなのアイデアで、毎日まちは進化するよ！
今年はどんなまちになるのかな？
日　時：８月1日（月）～８月４日（木）
　　　　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
その他：大人はまちツアーで見学ができます。
＊申込み不要です。直接 eco-Tにお越しください。　＊昨年までのお金『りん』は使えません。

8/1（月）は
臨時開館！

自由研究応援企画自由研究応援企画

ごみのゆくえを見に行こう　拡大版！
渡刈クリーンセンターやリユース工房、プラスチック製容器
包装資源化施設などを見学。ごみのゆくえを見に行こう！
日　時：7 月 26 日（火）13：30～ 15：30
　　　   ８月９日（火）　 10：00 ～ 12：00
対　象：どなたでも（小学校 3年生以下は保護者同伴）
定　員：各 20名
その他：事前予約制ですが、空きがあれば当日でも参加できます。
＊申込みは、７月５日（火）10時から、eco-T 事務局（TEL：26-8058）まで

みんなの家からは、どんなごみが、どれくらい
出ているのかな？ごみの減量につながる
『ごみダイエット家計簿』について学ぼう！

日　時：7 月 24 日（日）13：30～ 15：00
対　象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
定　員：20 名
＊申込みは、７月５日（火）10時から、eco-T 事務局（TEL：26-8058）まで

ごみダイエット家計簿（かけいぼ）にチャレンジしよう

結果を報告すると
とよたエコポイントが
500pt もらえます♪

夏休みは eco-T で楽しく学ぼう！

夏休みおたのしみ企画

取組支援
グッズも
もらえるよ
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