
　ご家庭で使用しない（余っている）食品をお持ちください。集
めた食品は、市社会福祉協議会等を通じて、生活に困っている方
の支援や子ども食堂の取組に活用されます。
■期間　令和3年10月1日（金）～31日（日）
　　　　9：00～17：00
■場所　・エコット（火～日曜日）
　　　　・清掃事務所（月～金曜日）
　　　　・福祉センター（火～土曜日）
■集める食品
　未開封のもので常温で保存ができ、賞味期限が３か月以上
残っている食品（缶詰、飲料、菓子、乾物、インスタント・レトルト
食品等）※アルコール飲料、生鮮食品、冷蔵・冷凍食品は受け取り
ができません

森林課・環境保全課による期間展示森林課・環境保全課による期間展示

　夏休み企画として、今年も展示室
で「釣ってエコット」を実施しました。
ごみや魚を釣る遊びを通し、海ごみ
やごみの分別について学んでいただ
きました。
　他にも MY エコバッグづくりや、
環境についてもっと身近に考えてい
ただけるようにインタープリター主
導の体験工作を13種類実施しました。
いずれも参加者の皆さまに楽しんで
いただきました。

　8/29にエコットフォーラム2021
を開催し、43人の方が映画「もった
いないキッチン」を観ました。
　日本を縦断しながら美味しく楽し
く解決する映画を観て、食品ロス削
減の大切さを学ぶことができました。
（トークセッションはコロナ禍のため
中止にしました。）

環境保全課（８月）：下の写真は、環境
保全推進の協定
を結ぶ企業の工
場排水で育った
メダカです。元
気に来館者を和
ませていまし
た。水は、数週間経っても透明なまま
でした。

～夏休み企画～　

釣ってエコット
～夏休み企画～　

釣ってエコット
エコットフォーラムエコットフォーラム

豊田市からのお知らせ豊田市からのお知らせ

編集後記編集後記
　新型コロナウイルスの影響で生活様式が変化するなか、
食に対する意識も変わってきています。日頃の何気ない行
動を見直し、実践する機会でもあったと感じています。
　今年のエコットフェスタのテーマは『食ロス削減』です。
食ロスに関する様々な催しを予定しています。ぜひご参加
いただき『もったいない』の気持ちを感じていただけたら
と思います。

リユース家具の購入の流れ

粗大ごみの再生施設

スケジュール
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︓eco-t@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
エコットホームページ エコットFacebookページ

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）

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

閉館日支払い・引渡し期間 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。

豊田市のホーム
ページから、
展示家具を見る
ことができます。

インタープリター育成講座2021
～エコライフの案内人になろう～

日　程：令和４年１/18(火)、2/1(火)、2/15(火)
　　　　の３回連続講座
　　　　時間はいずれも10:00 ～12:00
場　所：環境学習施設eco-T
対　象：豊田市在住・在勤の18歳以上、原則全日
　　　　参加可能な方で、受講後インタープリター
　　　　として活動できる方
定　員：１２人(先着順）
申込み：1/15(土)までに、氏名、
　　　　電話番号、住所、受講
　　　　動機を窓口または郵送、
　　　　FAXでeco-T事務局まで

エコットフェスタ 2021エコットフェスタ 2021 12月10日（金）～12月12日（日） 
10:00 ～ 15:00（10日のみ 9:30 ～ 15:00）

eco-Tのインタープリターは、環境について市民に
楽しく伝えるボランティアです。
一緒に活動しませんか？

ご家庭に眠っている食品大募集！
～フードドライブにご協力ください～
●日時　令和 3年 11月 2日（火）～ 30日（火）
　　　　9：00～ 17：00　＊月曜日は休館日
●内容　家庭で消費しきれない食材を、エコットにて
　　　　募集します。集まった食材は 12 月 11 日（土）
　　　　のエコットフェスタで必要な方に配布します。
　　　　その際に寄付金を募り、福祉支援団体へ寄付
　　　　します。詳細はエコットフェスタ 2021 チラ
　　　　シにて。
●条件　賞味期限 3 か月以上、未開封、常温保存がで
　　　　きるもの。

「特売で買った缶詰が残ってい
る。」「頂いたけど、うちでは食
べないかな…」等、ご家庭で眠
っている食品があれば、ぜひお
持ちください。
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「もったいない」を「ありがとう」に。

森林課（７月）：普段見ることの少ない、
樹齢200年の杉の断面やチェーンソー
などを間近に観察することができまし

た。ウッドチッ
プのコーナー
では子どもた
ちが感触を楽
しんでいまし
た。

『食べきってもったいないを出しません』
今年のテーマは

食品ロス削減です

フードパントリー
皆さまからお寄せ頂いた食材を、必要な方の手に。

整理券配布：12/11( 土 ) 10:30 ～ ,12:00 ～の２回
引き換え：12/11( 土 ) 11:00 ～ 11:30，12:30 ～ 13:00 の２回

寄付金は福祉支援団体へ贈ります

エコ屋台村も充実

工作やゲーム・
体験をご用意し
ています。
毎年好評のスタ
ンプラリーもあ
るよ♪

✩エコット映画会✩
『いただきます２　ここは、発酵の楽園』

監督：オオタ　ヴィン

他にも楽しくてためになる
企画がもりだくさん！
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フードドライブにご協力をお願いします！
～「もったいない」を「ありがとう」に～

問合せ
豊田市環境部ごみ減量推進課
TEL:0565-71-3001  FAX:0565-71-3000
e-mail:gomigenryou@city.toyota.aichi.jp

市制70周年記念事業
「食品ロス削減全国大会」を開催します！

■期日　令和3年10月30日（土） 12：00～16：45
■場所　豊田市コンサートホール
■内容　
　◇基調講演「SDGｓで考える食品ロスの削減」
　　国谷 裕子 氏
　　　　　　（FAO（国連食糧農業機関）日本担当親善大使）
　◇トークセッション「身近にある食品ロス削減の視点」
　　・小林 富雄 氏（愛知工業大学教授）
　　・石川 龍樹 氏（夢農人とよた相談役）
　　・神谷 好一 氏（市飲食業組合組合長）
　　・加藤 昭夫 氏（トヨタ生活協同組合理事長）
　　・崎田 裕子 氏（全国おいしい食べきり運動ネットワー
　　　　　　　　　ク協議会会長）

国谷裕子 氏
（くにや ひろこ）

 小林富雄 氏
（こばやし とみお）

　10月19日（火）ま
でに、市ホームペー
ジ（食品ロス削減全
国大会）から申込み

申込み みんなで楽しくエコを学ぼう！
エコットフェスタ特別企画
●12/10　めぐり座と一緒に　
　　　　　メリークリスマス☆
●12/10　ダンボールコンポストで
　　　　　食品ロスを削減しよう
●12/11　お菓子な国のエコハウス　
　　　　　＜ＺＯＯＭ講座＞
●12/12　備蓄品でおいしく
　　　　　食ロスクッキング！
＊要予約。詳細は中面をご参照ください

12/12( 日 ) ①10:00 ～ 12:00 ②13:00 ～ 15:00　
　　　要予約　各回先着 50 人
  【11 月 5 日（金）午前 10 時から予約受付開始】
　　　　　　　　　　　　電話番号２６-８０５８

フェスタ期間中
（12/10 ～ 12）

もオープンします！

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



11月の講座：10月5日（火）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

11月の講座・イベント情報11月の講座・イベント情報11月の講座・イベント情報
12月の講座：11月５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

12月の講座・イベント情報12月の講座・イベント情報12月の講座・イベント情報

12月の
休 館 日

11月の
休 館 日

11/1（月）、11/8（月）、11/15（月）、11/22（月）、11/29（月）
11/3（水・文化の日）、11/23（火・勤労感謝の日）は開館します。

12/6（月）、12/13（月）、12/20（月）、12/27（月）
年末年始のお知らせ　12/28（火）～1/4（火）は休館します。

エコットホームページ エコットFacebookページエコットホームページ エコットFacebookページ

感染症予防のため
マスクの着用を
お願いします

感染症予防のため
マスクの着用を
お願いします

お気に入りのハンカチでポーチ、バンダナであづま袋を作ります。
参加費／無料
持ち物／ハンカチ1枚、バンダナ1枚、裁縫
　　　　道具、生地にあった色の糸、定規、
　　　　チャコ、紐通し、布はさみ

〈大人　先着15人〉

リメイク講座
～ハンカチ・バンダナで可愛い巾着を作ろう～

11月12日（金）9︓30～11︓30

持続可能な未来のために、私たち一人ひとりがどう行動す
るべきかを問うドキュメンタリー
映画です。

参加費／ 300円
〈中学生以上　先着50人〉

エコット映画会　グリーン・ライ～エコの噓～

11月３日（水）10︓00～12︓00

 ～トヨタの森であそぼう︕～

＜未就園児とその保護者＞10︓00～11︓30
エコ・キッズスペース
11月４日（木）

親子で森を散策しながら
秋の自然を感じましょう
参加費／100 円
定　員／未就園児とその保護者　先着 15 組

エコなフラワーアレンジメントを行います
講　師／野村陽子氏
参加費／1,000円
持ち物／花切りばさみ、ビニールシート(レジャーシート)、

持ち帰り用の入れ物(直径15センチのものが入る
大きさ。バケツでも可)

〈大人のみ　先着15人〉

フラワーアレンジメント講座
12月15日（水）10︓00～12︓00

11月6日（土）13︓30～15︓30

紙パックの特性を生かしながら、
自由な発想でおもちゃを作ります。
講　師／西塔　隆氏
　　　（トコネットワーク代表）
参加費／無料

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　先着20人〉

紙パックで遊べるおもちゃを作ろう

旬の野菜を使って炊き込みご飯と
豚汁を作ります。
参加費／500円
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん数枚、ビニール袋

〈小学生以上（小学生は保護者と参加）　先着12人〉

エコットクッキング　
体が温まる炊き込みご飯と豚汁　

11月14日（日）10︓00～13︓00

不要になったワイシャツやブラウスで
流行のショートブラウスを作ります。
参加費／無料
持ち物／不要になったワイシャツ
　　　　またはブラウス1着、布
　　　　(20㎝×50㎝)2枚、裁縫道具(素材に合った糸、ミ

シン糸または絹糸)、布ばさみ、ものさし
〈中学生以上　先着15人〉

かんたんエコ手芸教室　
ワイシャツ（ブラウス）のリメイクショートブラウスを作ろう

11月13日（土）9︓30～12︓30

11月7日（日）10︓00～12︓00・13︓30～15︓30

渡刈クリーンセンターの工場見学や煙突に登り、
ごみの処理の状況を学びます。
参加費／無料
渡刈クリーンセンターの煙突に登って、
ごみ処理のゴールを見よう︕
〈身長150㎝以上の方（小学生は保護者と参加）　各回先着10人〉

渡刈クリーンセンターの煙突に登ろう︕

２万個の積み木を使ってみんなで
ドームを作って楽しみます。

講　師／豊田利幸氏（全国ほるぷ
　　　　東海センター代表）
参加費／無料

〈小学生以上（小学生は保護者と参加）　先着40人〉

積み木ドームで遊ぼう︕
11月20日（土）10︓00～12︓00

11月17日（水）13︓30～15︓00

実践中のコンポストの相談や堆肥診断を行います。
参加費／無料
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講座　～フォロー講座～

11月17日（水）10︓00～11︓30

ダンボール箱を利用した生ごみからの
堆肥作りを学びます。
参加費／500円

豊田市在住の方で、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〉

ダンボールコンポスト講座　～基礎講座～

「はらぺこ音楽隊とあそぼう︕」

＜未就園児とその保護者＞10︓00～11︓30
エコ・キッズスペース
12月22日（水）

はらぺこ音楽隊と一緒に手作りマラカスやハンドベルを使
って演奏しよう
定　員／未就園児とその保護者　先着 15 組

はんだごてを使った電子工作で、LEDライトのミニツリー
を作ります。LEDの仕組みや効率について学べます。
参加費／300円　持ち物／筆記用具

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　先着15人〉

もった博士のかがく倶楽部
LEDライトのミニツリーをつくろう

12月19日（日）10︓00～12︓00

蓄電池導入を検討している方は必見︕メリットやデメリット
は︖電気の賢い付き合い方など様々な相談にのります。
講　師／松原俊介氏（おいでんエネルギー（株））
参加費／無料　持ち物／筆記用具
会　場／高橋コミュニティセンター

〈大人　先着50人〉

卒FIT後の太陽光発電・蓄電池に関する相談会
12月19日（日）10︓00～12︓00

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講座　～フォロー講座～
12月17日（金）13︓30～15︓00

不要になった古布で布ぞうりを作ります。
参加費／100円
持ち物／幅5～6㎝・長さ150㎝の古布(シーツ、布団の表布、衣類など）20本程度、鼻緒

用の布（幅5～6㎝・長さ80㎝）2枚、前緒用の布（幅5～6㎝・長さ40㎝)2枚、
ものさし、裁縫道具(針、糸、7～8号のかぎ針)、裁ちばさみ

〈中学生以上　先着12人〉

かんたんエコ手芸教室　古布の再利用　布ぞうりを作ろう
12月18日（土）9︓30～12︓30

備蓄品でおいしく食ロスクッキング︕
12月12日（日）10︓00～12︓00

備蓄品を上手に活用し、美味しい料理に
変身させて、いただきます。
講　師／小瀧逸子氏
参加費／200円
持ち物／エプロン、三角巾、水筒、ふきん、ビニール袋

〈小学生親子　先着8組（大人のみも可）〉

めぐり座と一緒にメリークリスマス☆
劇を見たりゲームで遊んだりして親子
で一緒にクリスマスを楽しみます。
参加費／無料
持ち物／写真（直径5㎝丸をとれる大きさの写真などを切
　　　　り取らずに持ってきてください。）、水筒

〈未就園児（保護者同伴）　先着20組〉

12月10日（金）10︓00～12︓00　
エコットフェスタ特別企画 12月17日（金）10︓00～11︓30

ダンボール箱を利用した生ごみからの
堆肥作りを学びます。
参加費／500円
豊田市在住の方で、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〉

ダンボールコンポスト講座　～基礎講座～

お菓子の家でエコハウスについて考えてみよう︕
講　師／吉橋久美子氏（Edible Arch）
参加費／700円
持ち物／パソコン（ZOOMの環境）、お菓子キット（受け取
　　　　りはエコットにて）
〈どなたでも（ZOOM講座に参加できる環境があり、直接エコ
ットでお菓子キットを受け取ることができる方）　先着30人〉

お菓子な国のエコハウス＜ZOOM講座＞
12月11日（土）13︓30～15︓30

12月10日（金）13︓30～15︓30　
ダンボールコンポストで食品ロスを削減しよう
ダンボール箱を利用した生ごみからの
堆肥作りと食品ロスについて学びます。
参加費／500円
豊田市在住の方で、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〉

エコットフェスタ特別映画会
12月12日（日）10︓00～12︓00・13︓00～15︓00

詳しくは表紙をご覧ください



11月の講座：10月5日（火）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

11月の講座・イベント情報11月の講座・イベント情報11月の講座・イベント情報
12月の講座：11月５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

12月の講座・イベント情報12月の講座・イベント情報12月の講座・イベント情報

12月の
休 館 日

11月の
休 館 日

11/1（月）、11/8（月）、11/15（月）、11/22（月）、11/29（月）
11/3（水・文化の日）、11/23（火・勤労感謝の日）は開館します。

12/6（月）、12/13（月）、12/20（月）、12/27（月）
年末年始のお知らせ　12/28（火）～1/4（火）は休館します。

エコットホームページ エコットFacebookページエコットホームページ エコットFacebookページ

感染症予防のため
マスクの着用を
お願いします

感染症予防のため
マスクの着用を
お願いします

お気に入りのハンカチでポーチ、バンダナであづま袋を作ります。
参加費／無料
持ち物／ハンカチ1枚、バンダナ1枚、裁縫
　　　　道具、生地にあった色の糸、定規、
　　　　チャコ、紐通し、布はさみ

〈大人　先着15人〉

リメイク講座
～ハンカチ・バンダナで可愛い巾着を作ろう～

11月12日（金）9︓30～11︓30

持続可能な未来のために、私たち一人ひとりがどう行動す
るべきかを問うドキュメンタリー
映画です。

参加費／ 300円
〈中学生以上　先着50人〉

エコット映画会　グリーン・ライ～エコの噓～

11月３日（水）10︓00～12︓00

 ～トヨタの森であそぼう︕～

＜未就園児とその保護者＞10︓00～11︓30
エコ・キッズスペース
11月４日（木）

親子で森を散策しながら
秋の自然を感じましょう
参加費／100 円
定　員／未就園児とその保護者　先着 15 組

エコなフラワーアレンジメントを行います
講　師／野村陽子氏
参加費／1,000円
持ち物／花切りばさみ、ビニールシート(レジャーシート)、

持ち帰り用の入れ物(直径15センチのものが入る
大きさ。バケツでも可)

〈大人のみ　先着15人〉

フラワーアレンジメント講座
12月15日（水）10︓00～12︓00

11月6日（土）13︓30～15︓30

紙パックの特性を生かしながら、
自由な発想でおもちゃを作ります。
講　師／西塔　隆氏
　　　（トコネットワーク代表）
参加費／無料

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　先着20人〉

紙パックで遊べるおもちゃを作ろう

旬の野菜を使って炊き込みご飯と
豚汁を作ります。
参加費／500円
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん数枚、ビニール袋

〈小学生以上（小学生は保護者と参加）　先着12人〉

エコットクッキング　
体が温まる炊き込みご飯と豚汁　

11月14日（日）10︓00～13︓00

不要になったワイシャツやブラウスで
流行のショートブラウスを作ります。
参加費／無料
持ち物／不要になったワイシャツ
　　　　またはブラウス1着、布
　　　　(20㎝×50㎝)2枚、裁縫道具(素材に合った糸、ミ

シン糸または絹糸)、布ばさみ、ものさし
〈中学生以上　先着15人〉

かんたんエコ手芸教室　
ワイシャツ（ブラウス）のリメイクショートブラウスを作ろう

11月13日（土）9︓30～12︓30

11月7日（日）10︓00～12︓00・13︓30～15︓30

渡刈クリーンセンターの工場見学や煙突に登り、
ごみの処理の状況を学びます。
参加費／無料
渡刈クリーンセンターの煙突に登って、
ごみ処理のゴールを見よう︕
〈身長150㎝以上の方（小学生は保護者と参加）　各回先着10人〉

渡刈クリーンセンターの煙突に登ろう︕

２万個の積み木を使ってみんなで
ドームを作って楽しみます。

講　師／豊田利幸氏（全国ほるぷ
　　　　東海センター代表）
参加費／無料

〈小学生以上（小学生は保護者と参加）　先着40人〉

積み木ドームで遊ぼう︕
11月20日（土）10︓00～12︓00

11月17日（水）13︓30～15︓00

実践中のコンポストの相談や堆肥診断を行います。
参加費／無料
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講座　～フォロー講座～

11月17日（水）10︓00～11︓30

ダンボール箱を利用した生ごみからの
堆肥作りを学びます。
参加費／500円

豊田市在住の方で、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〉

ダンボールコンポスト講座　～基礎講座～

「はらぺこ音楽隊とあそぼう︕」

＜未就園児とその保護者＞10︓00～11︓30
エコ・キッズスペース
12月22日（水）

はらぺこ音楽隊と一緒に手作りマラカスやハンドベルを使
って演奏しよう
定　員／未就園児とその保護者　先着 15 組

はんだごてを使った電子工作で、LEDライトのミニツリー
を作ります。LEDの仕組みや効率について学べます。
参加費／300円　持ち物／筆記用具

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　先着15人〉

もった博士のかがく倶楽部
LEDライトのミニツリーをつくろう

12月19日（日）10︓00～12︓00

蓄電池導入を検討している方は必見︕メリットやデメリット
は︖電気の賢い付き合い方など様々な相談にのります。
講　師／松原俊介氏（おいでんエネルギー（株））
参加費／無料　持ち物／筆記用具
会　場／高橋コミュニティセンター

〈大人　先着50人〉

卒FIT後の太陽光発電・蓄電池に関する相談会
12月19日（日）10︓00～12︓00

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講座　～フォロー講座～
12月17日（金）13︓30～15︓00

不要になった古布で布ぞうりを作ります。
参加費／100円
持ち物／幅5～6㎝・長さ150㎝の古布(シーツ、布団の表布、衣類など）20本程度、鼻緒

用の布（幅5～6㎝・長さ80㎝）2枚、前緒用の布（幅5～6㎝・長さ40㎝)2枚、
ものさし、裁縫道具(針、糸、7～8号のかぎ針)、裁ちばさみ

〈中学生以上　先着12人〉

かんたんエコ手芸教室　古布の再利用　布ぞうりを作ろう
12月18日（土）9︓30～12︓30

備蓄品でおいしく食ロスクッキング︕
12月12日（日）10︓00～12︓00

備蓄品を上手に活用し、美味しい料理に
変身させて、いただきます。
講　師／小瀧逸子氏
参加費／200円
持ち物／エプロン、三角巾、水筒、ふきん、ビニール袋

〈小学生親子　先着8組（大人のみも可）〉

めぐり座と一緒にメリークリスマス☆
劇を見たりゲームで遊んだりして親子
で一緒にクリスマスを楽しみます。
参加費／無料
持ち物／写真（直径5㎝丸をとれる大きさの写真などを切
　　　　り取らずに持ってきてください。）、水筒

〈未就園児（保護者同伴）　先着20組〉

12月10日（金）10︓00～12︓00　
エコットフェスタ特別企画 12月17日（金）10︓00～11︓30

ダンボール箱を利用した生ごみからの
堆肥作りを学びます。
参加費／500円
豊田市在住の方で、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〉

ダンボールコンポスト講座　～基礎講座～

お菓子の家でエコハウスについて考えてみよう︕
講　師／吉橋久美子氏（Edible Arch）
参加費／700円
持ち物／パソコン（ZOOMの環境）、お菓子キット（受け取
　　　　りはエコットにて）
〈どなたでも（ZOOM講座に参加できる環境があり、直接エコ
ットでお菓子キットを受け取ることができる方）　先着30人〉

お菓子な国のエコハウス＜ZOOM講座＞
12月11日（土）13︓30～15︓30

12月10日（金）13︓30～15︓30　
ダンボールコンポストで食品ロスを削減しよう
ダンボール箱を利用した生ごみからの
堆肥作りと食品ロスについて学びます。
参加費／500円
豊田市在住の方で、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〉

エコットフェスタ特別映画会
12月12日（日）10︓00～12︓00・13︓00～15︓00

詳しくは表紙をご覧ください



　ご家庭で使用しない（余っている）食品をお持ちください。集
めた食品は、市社会福祉協議会等を通じて、生活に困っている方
の支援や子ども食堂の取組に活用されます。
■期間　令和3年10月1日（金）～31日（日）
　　　　9：00～17：00
■場所　・エコット（火～日曜日）
　　　　・清掃事務所（月～金曜日）
　　　　・福祉センター（火～土曜日）
■集める食品
　未開封のもので常温で保存ができ、賞味期限が３か月以上
残っている食品（缶詰、飲料、菓子、乾物、インスタント・レトルト
食品等）※アルコール飲料、生鮮食品、冷蔵・冷凍食品は受け取り
ができません

森林課・環境保全課による期間展示森林課・環境保全課による期間展示

　夏休み企画として、今年も展示室
で「釣ってエコット」を実施しました。
ごみや魚を釣る遊びを通し、海ごみ
やごみの分別について学んでいただ
きました。
　他にも MY エコバッグづくりや、
環境についてもっと身近に考えてい
ただけるようにインタープリター主
導の体験工作を13種類実施しました。
いずれも参加者の皆さまに楽しんで
いただきました。

　8/29にエコットフォーラム2021
を開催し、43人の方が映画「もった
いないキッチン」を観ました。
　日本を縦断しながら美味しく楽し
く解決する映画を観て、食品ロス削
減の大切さを学ぶことができました。
（トークセッションはコロナ禍のため
中止にしました。）

環境保全課（８月）：下の写真は、環境
保全推進の協定
を結ぶ企業の工
場排水で育った
メダカです。元
気に来館者を和
ませていまし
た。水は、数週間経っても透明なまま
でした。

～夏休み企画～　

釣ってエコット
～夏休み企画～　

釣ってエコット
エコットフォーラムエコットフォーラム

豊田市からのお知らせ豊田市からのお知らせ

編集後記編集後記
　新型コロナウイルスの影響で生活様式が変化するなか、
食に対する意識も変わってきています。日頃の何気ない行
動を見直し、実践する機会でもあったと感じています。
　今年のエコットフェスタのテーマは『食ロス削減』です。
食ロスに関する様々な催しを予定しています。ぜひご参加
いただき『もったいない』の気持ちを感じていただけたら
と思います。

リユース家具の購入の流れ

粗大ごみの再生施設

スケジュール
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︓eco-t@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
エコットホームページ エコットFacebookページ

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）

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

閉館日支払い・引渡し期間 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。

豊田市のホーム
ページから、
展示家具を見る
ことができます。

インタープリター育成講座2021
～エコライフの案内人になろう～

日　程：令和４年１/18(火)、2/1(火)、2/15(火)
　　　　の３回連続講座
　　　　時間はいずれも10:00 ～12:00
場　所：環境学習施設eco-T
対　象：豊田市在住・在勤の18歳以上、原則全日
　　　　参加可能な方で、受講後インタープリター
　　　　として活動できる方
定　員：１２人(先着順）
申込み：1/15(土)までに、氏名、
　　　　電話番号、住所、受講
　　　　動機を窓口または郵送、
　　　　FAXでeco-T事務局まで

エコットフェスタ 2021エコットフェスタ 2021 12月10日（金）～12月12日（日） 
10:00 ～ 15:00（10日のみ 9:30 ～ 15:00）

eco-Tのインタープリターは、環境について市民に
楽しく伝えるボランティアです。
一緒に活動しませんか？

ご家庭に眠っている食品大募集！
～フードドライブにご協力ください～
●日時　令和 3年 11月 2日（火）～ 30日（火）
　　　　9：00～ 17：00　＊月曜日は休館日
●内容　家庭で消費しきれない食材を、エコットにて
　　　　募集します。集まった食材は 12 月 11 日（土）
　　　　のエコットフェスタで必要な方に配布します。
　　　　その際に寄付金を募り、福祉支援団体へ寄付
　　　　します。詳細はエコットフェスタ 2021 チラ
　　　　シにて。
●条件　賞味期限 3 か月以上、未開封、常温保存がで
　　　　きるもの。

「特売で買った缶詰が残ってい
る。」「頂いたけど、うちでは食
べないかな…」等、ご家庭で眠
っている食品があれば、ぜひお
持ちください。
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「もったいない」を「ありがとう」に。

森林課（７月）：普段見ることの少ない、
樹齢200年の杉の断面やチェーンソー
などを間近に観察することができまし

た。ウッドチッ
プのコーナー
では子どもた
ちが感触を楽
しんでいまし
た。

『食べきってもったいないを出しません』
今年のテーマは

食品ロス削減です

フードパントリー
皆さまからお寄せ頂いた食材を、必要な方の手に。

整理券配布：12/11( 土 ) 10:30 ～ ,12:00 ～の２回
引き換え：12/11( 土 ) 11:00 ～ 11:30，12:30 ～ 13:00 の２回

寄付金は福祉支援団体へ贈ります

エコ屋台村も充実

工作やゲーム・
体験をご用意し
ています。
毎年好評のスタ
ンプラリーもあ
るよ♪

✩エコット映画会✩
『いただきます２　ここは、発酵の楽園』

監督：オオタ　ヴィン

他にも楽しくてためになる
企画がもりだくさん！
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フードドライブにご協力をお願いします！
～「もったいない」を「ありがとう」に～

問合せ
豊田市環境部ごみ減量推進課
TEL:0565-71-3001  FAX:0565-71-3000
e-mail:gomigenryou@city.toyota.aichi.jp

市制70周年記念事業
「食品ロス削減全国大会」を開催します！

■期日　令和3年10月30日（土） 12：00～16：45
■場所　豊田市コンサートホール
■内容　
　◇基調講演「SDGｓで考える食品ロスの削減」
　　国谷 裕子 氏
　　　　　　（FAO（国連食糧農業機関）日本担当親善大使）
　◇トークセッション「身近にある食品ロス削減の視点」
　　・小林 富雄 氏（愛知工業大学教授）
　　・石川 龍樹 氏（夢農人とよた相談役）
　　・神谷 好一 氏（市飲食業組合組合長）
　　・加藤 昭夫 氏（トヨタ生活協同組合理事長）
　　・崎田 裕子 氏（全国おいしい食べきり運動ネットワー
　　　　　　　　　ク協議会会長）

国谷裕子 氏
（くにや ひろこ）

 小林富雄 氏
（こばやし とみお）

　10月19日（火）ま
でに、市ホームペー
ジ（食品ロス削減全
国大会）から申込み

申込み みんなで楽しくエコを学ぼう！
エコットフェスタ特別企画
●12/10　めぐり座と一緒に　
　　　　　メリークリスマス☆
●12/10　ダンボールコンポストで
　　　　　食品ロスを削減しよう
●12/11　お菓子な国のエコハウス　
　　　　　＜ＺＯＯＭ講座＞
●12/12　備蓄品でおいしく
　　　　　食ロスクッキング！
＊要予約。詳細は中面をご参照ください

12/12( 日 ) ①10:00 ～ 12:00 ②13:00 ～ 15:00　
　　　要予約　各回先着 50 人
  【11 月 5 日（金）午前 10 時から予約受付開始】
　　　　　　　　　　　　電話番号２６-８０５８

フェスタ期間中
（12/10 ～ 12）

もオープンします！

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


