渡刈クリーンセンターの見学をしてみませんか？
豊田市の燃やすごみを処理している渡刈クリーンセンター。
気軽に見学できること、ご存じですか︖
ぜひ、一度「ごみのゆくえ」を見に来ませんか︖
まずはエコットにお越しください。
お一人でも、ご家族だけでも見学
できます。

（10人以上の団体の場合は２週間前ま
でにご予約ください）
※月曜日は休館日です。
（祝日の場合は翌日休館）
※開館時間は午前９時～午後５時です
が、工場見学の場合は午後４時ごろま
でにお越しください。

インタープリターが
ご案内します。ぜひ、
お気軽にお越しくだ
さい︕

『中央制御室』
24時間365日稼働している渡
刈クリーンセンターを見守っ
ています。

４月の期間展示

『豊田市近隣市・町のごみ分別、
焼却処理施設の現状』
期

間︓４/１（木）～４/30（金）＊休館日はのぞく
豊田市近隣の10市町のごみの分別や焼却処理施設の
現状を紹介します。各市町の実状により分別方法や市
民への案内が異なります。周辺近隣の状況から豊田市
の現状を見直してみてはいかがでしょうか。

『プラットホーム』
収集日には、パッカー車がた
くさんやってきますよ︕

展望室からはアローズブリッ
ジがよく見えます。天気がい
い日は遠くの山並みを眺める
ことができますよ。

『ごみピット』
炉で 燃 やす 前のごみ を
溜めておく場所です。

実 物 大の クレ ーン
バケットと記 念 撮
影もおすすめ︕

春のおすすめ講座 「堆肥講座」

と き︓４/24（土）10︓00～11︓30
定 員︓先着20人（子どもの同伴可）
申し込みは３/５（金）よりeco-T（0565-26-8058）まで
家庭からでる生ごみや落ち葉などを、微生物の働きを活用し
て発酵・分解させて堆肥に生まれ変わらせるコンポスト。コン
ポストで作った堆肥には、栄養素が豊富に含まれています。庭
やベランダで家庭菜園をしたり、ガーデニングに活用してみま
しょう。「堆肥講座」では、ライフスタイ
ルに合わせたコンポストの選び方や始め
方、できあがった堆肥の活用方法などを
お伝えしていきます。どうぞお気軽にご
参加ください。

３月の講座・イベント情報
申込み
受付開始

３月の講座：２月５日（金）10時から

マスクの着用 を
お願いします

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。

３月４日（木）10︓00～11︓30

①3月12日
（金）②3月16日
（火） 各日とも10︓00～12︓00

鯉のぼりの押し絵を作ろう

ダンボールコンポスト講座

～基礎講座～

ダンボール箱を利用した生ごみ
からの堆肥づくりを学びます。
参加費／500円

＊豊田市内在住の方で、モニターにチャレンジする方は基材一つ（1,470円）を無料で提供。
＊モニターにならない方は、基材代1,470円が別途でかかります。

〈どなたでも（子どもの同伴可） 先着20人〉

古布を活用して季節を彩る押し絵を
作りましょう。２回連続の講座です。
持ち物／ボンド、目打ち、つまようじ、
手拭きタオル、両面テープ（㎝幅）
参加費／ 300円
〈中学生以上 先着15人〉

３月20日（土）10︓00～12︓00

３月４日（木）13︓30～15︓00

かんたんエコ手芸教室

ダンボールコンポスト講座

～布のお花を作ろう～

～フォロー講座～

実践中のコンポストの相談や
堆肥診断を行います。
持ち物／実践中のコンポストの中身をひと握り程度
〈どなたでも（子どもの同伴可） 先着20人〉
＊ダンボールコンポスト実践中の方に限ります。

３月６日（土）13︓30～15︓30
エコット映画会

感染症予防のため

～『プラスチックの海』～

プラスチックごみのによる海洋汚染の
実態とは︖ プラスチックが海や人体
に及ぼす影響とは︖ 世界の海の現状
を描いたドキュメンタリー映画です。

はぎれを使ってかわいいお花
（チューリップやカーネーション）
を作りませんか︖
持ち物／古布（なるべく綿素材で、バンダナくらいの大きさを４枚以上）、
布切りはさみ、裁縫道具、
（あれば）
ピンキングばさみ、
目打ち、ラッピング用のリボンや包装紙など
参加費／200円
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）先着15人〉

３月21日（日）10︓00～13︓00
エコットクッキング

～炊飯器で時短ごはん～
炊飯器を使って、時短＆省エネで
おいしい食事作りにチャレンジ︕

〈どなたでも（子どもの同伴可） 先着50人〉

持ち物／エプロン、三角巾、ふきん（数枚）、ビニール袋
参加費／500円
〈小学生以上（小学生は保護者と参加） 先着12人〉

お外でエコゲーム『モルックを楽しもう』
と き︓３/27（土）10︓00 ～ 12︓00
定 員︓先着 15 人 どなたでも参加できます。
持ち物・服装︓動きやすい服装と靴、（天候に応じて）防寒具
※雨天時は屋内で行います。
モルック（Mölkky）とは…
木の棒を投げて点数を競うフィンランド生まれのスポーツです。
モルック（投げる棒）
を投げて…

３月の
休館日

木製のピン（スキットル）を倒します。
倒れ方によって、50 点ピッタリになるまで
得点したほうが勝ち︕
「日本モルック協会」

3/1（月）、3/8(月)、3/13（土）、3/14（日）3/15（月）、3/22（月）、3/29（月）
※ 3/13（土）14（日）は施設点検のため臨時休館となります。 ※ 3/20（土・春分の日）は開館します。

４月の講座・イベント情報
申込み
受付開始

お願いします

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。

４月24日（土）10︓00～11︓30

堆肥講座

もった博士のかがく倶楽部

～べっこうあめが焦げるとどうなるの︖～

表紙をご覧ください
〈どなたでも（子どもの同伴可）〉

砂糖を溶かして作るべっこうあめ。
もっと熱くして焦げたらどうなるの
かな︖ モノが燃える仕組みについ
て考えてみよう。
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） 先着15人〉

４月25日（日）10︓00～11︓30
ダンボールコンポスト講座

～基礎講座～

ダンボール箱を利用した生ごみからの堆肥づくりを学びます。
参加費／500円

＊豊田市内在住の方で、モニターにチャレンジする方は基材一つ（1,470円）を無料で提供。
＊モニターにならない方は、基材代1,470円が別途でかかります。

４月17日（土）10︓00～12︓00

〈どなたでも（子どもの同伴可）

～ティッシュボックスカバーを作ろう～

先着20人〉

４月25日（日）13︓30～15︓00

古紙からできているエコクラフトテープを使い、かわいい
ティッシュボックスカバーを作ってみましょう。
持ち物／はさみ、木工用ボンド、
手拭き用タオル、ものさし、
筆記用具、目打ち、
洗濯ばさみ（10個程度）
参加費／300円
〈小学生以上（小学生は保護者同伴） 先着15人〉

ダンボールコンポスト講座

～フォロー講座～

実践中のコンポストの相談や堆肥診断を行います。
持ち物／実践中のコンポストの中身をひと握り程度
〈どなたでも（子どもの同伴可） 先着20人〉
＊ダンボールコンポスト実践中の方に限ります。

エコ・キッズスペース

４月18日（日）10︓00～13︓00

＜未就園児とその保護者＞10︓00～12︓00

エコットクッキング

４月22日（木）

～フライパンでお弁当～

親子で渡刈クリーン
センターを見に行こう

フライパンだけで、簡単においしい
お弁当作りを始めてみませんか︖
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん（数枚）、ビニール袋
参加費／400円
〈小学生以上（小学生は保護者と参加） 先着12人〉

イベントの報告

マスクの着用 を

４月の講座：３月５日（金）10時から

４月11日（日）10︓00～12︓00

かんたんエコ手芸教室

感染症予防のため

渡刈クリーンセンターを
ゆっくりと見学しましょう。
ごみ収集車も見られますよ︕
定 員／先着 15 組

エコットウィークフェスタ 2020 を開催しました！

12/8（火）～12
/13（日）

今年は感染症対策のため、６日間にわけて開催をしました。多種多様な催しを安心して楽しんでいただけました♪

オープニングイベントはインター
プリターによるごみ拾い︕

事前予約がなくても楽しめるク
リスマスの工作も大人気でした。

４月の
休館日

ご み たろうと 一 緒 に ご み を 減 らす
「ぎゅーっ」のおまじないを唱えたね︕

豊田市内の小中学校の環境学習の成
果も掲示させていただきました。

渡刈クリーンセンター謎解き探検
に挑戦︕

インプリ有志による「エコットオー
ケストラ」の演奏でエンディング︕

フェスタの期間中に来館30万
人を達 成！記 念すべき3 0万人
目は渡 刈こども園 のみなさん
でした。

4/5（月）、4/12（月）、4/19（月）、4/26（月）
＊ 4/29（木・昭和の日）は開館します。

エコットホームページ

エコットFacebookページ

みんなで乗り越えていきましょう！

～写真でふりかえるeco-Tの取り組み～

新型コロナウィルスの感染拡大のため、eco-T の事業や運営にも大きな影響があった 2020 年。
様々な工夫とインタープリターやスタッフの心配りと、来館者のみなさまのご協力もあり、エコライフ講座
や工場見学などを実施することができました。
今後も感染予防に気をつけ、安心して来館いただけるよう努めていきます。

小学校も距離をとって見学し
てもらいました。

まめに展示室の消毒もおこ
ないました。

竜神中学校より感謝の
エコ手芸の講座も、大きな会 気持ちの素敵な贈り物
場で、距離を保ちながら実施。 もいただきました♪

終 息を 願って、
アマビエちゃん
も登場︕

豊田市からのお知らせ
あなたのお家の太陽光発電の固定価格による買取は設置して10年で終了します！！
固定価格買取制度（FIT 制度）で認定された太陽光発電の買取義務期間が 2019 年 11 月以降順次終
了しています。あなたのお家はどうですか︖︖
この機会にご家庭の太陽光発電について確認してみてはいかがでしょうか。
太陽光を
設置している。

設置して９年
以上になる。

近々、固定価格に
よる太陽光発電の
余剰電力買取が終
了します。

設置容量は 10Kｗ
未満である。

豊田市では固定価格買取制度終了後の太陽光発電に関する相談会を開催します。
太陽光発電や蓄電池のこと、電気のかしこい使い方についてご相談ください。
『FIT 終了後の太陽光発電に関する相談会』
と き︓令和３年２月 27 日（土）10︓00 ～ 12︓00
ところ︓高橋コミュニティセンター
定 員︓先着 50 人
その他︓インターネットを使ってのオンライン視聴も可能です。
ご希望の方はお問合わせください。
申込み︓とよたエコライフセンター（0565-41-7391）へお電話ください。

編集後記

粗大ごみの再生施設
リユース家具の購入の流れ
豊田市のホーム
①リユース工房にて展示品の状態を確認
ページから、
②リユース工房で入札書を記入して入札箱へ
展示家具を見る
③落札者の決定
（落札者のみ電話連絡）
ことができます。
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

スケジュール
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2021年４月

支払い・引渡し期間

姿の見えない感染症の脅威のなかではじまった令和２年度
もあと少し。eco-Tもはじめて直面する問題に手探りで対応し
てきました。それでも、なんとか、小学校の見学を受け入れ、
出前授業に出かけ、エコライフ講座やエコットウィークフェス
タも開催することができました。まだまだ安心のできない状
況は続くでしょうが、インタープリター、スタッフみんなで乗り
越えていきたいなと思います。ありがとうございました。
eco-Tは、市民・NPO・行政が共働して運営しています

（エコット）」事務局
豊田市環境学習施設「eco-T
〒470-1202
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展示・入札期間（毎月第3回目の木曜日までの日・火・木曜日。午前10時～午後3時まで）
午前
午後

【ご注意ください！】
「〇〇が一番お得︕」や「〇〇
しなければ損をする」といっ
たセールストークに注意︕︕
不安な方は信頼できる会社に
お見積りを取りましょう。

閉館日

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）

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︓ エコット

豊田

エコットホームページ エコットFacebookページ

検索

このチラシの印刷にかかる使用電力量は、100％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。

