12月は地球温暖化防止月間です！
エコットで楽しく温暖化について学びませんか？
ウォームシェア企画

お正月遊びができるよ（1月10日～2月11日）
かるた、すごろく

夏休みに引き続きプチ工作講座

予約いらずふらっと来館で、エコを
考えるいろんな工作が体験できます。
遊びに来てね︕
エコクラフトテープでかご作り
お魚キーホルダー、福笑い、工作他

住民主体で取り組む
「気候変動の適応策」セミナー
私たちが感じている今起きていることを明らかにして
共有することから始めます。そして、優先すべきことや
大切なことを私たちで見い出し、主体的に適応策を実践
して持続可能なまちに発展させていくきっかけとなるセ
ミナーです。
第1回 1/22（土）13︓30～15︓30
講演「気候変動の緩和策と適応策」
講師 杉山 範子 氏
（名古屋大学大学院環境学研究科附属
持続的共発展教育研究センター 特任准教授）

日程は、1/8（土） 10︓00～13︓00
1/15（土）10︓00～13︓00
1/16（日）11︓00～14︓00
1/22（土）10︓00～13︓00
1/23（日）10︓00～13︓00
1/30（日）10︓00～13︓00です。

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「昔と何が変わった︖」
第2回 2/ 5（土）13︓30～15︓30
第3回 2/26（土）13︓30～15︓30
＜大人のみ 先着30人＞
※第1回から第3回すべて参加できる方
※第2回以降の内容は、第1回参加者にお伝えします。
共催︓環境首都創造NGO全国ネットワーク
協力︓環境再生保全機構地球環境基金、持続可能な地域
創造ネットワーク、環境市民

エコットの展示がおもしろい！
12 月は
地球温暖化防止月間です。

『地球が病気？』

●期間︓12/１（水）～12/25（土）
●内容︓12月は地球温暖化防止月間
です。地球くんが病気ってどんな状
態︖地球温暖
化についてイ
ンタープリタ
ーと楽しく学
びます。
紙芝居もあり
ますよ︕

豊田市の川の水ってきれい？
●期間︓１/８（土）～１/27（木）
●内容︓手洗いうがい、料理、お風呂、
トイレなど日々の暮らしで使う水は、
もともと川を流れる水です。いつも何
気なく使っている川の水ですが、豊田
市の水質調査や川の汚れに関するパネ
ルや実物の展示を見学して、川のこと
を考えてみま
しょう。水生
生物の展示も
あるよ。
●実施者︓豊
田市環境保全
課・環境政策
課

「この冬はエコロモード」
●期間︓２/１（火）～２/27（日）
●内容︓重ね着を工夫することで、
暖房に頼り過ぎずオシャレで快適な
生活を送れるかも
しれません。
この冬は「エコ」
な「コロモ（衣）」
で「モード（ファッ
ション）」を楽し
んでみませんか︖

１月の講座・イベント情報
申込み
受付開始

１月８日（土）

１月の講座：12月５日（日）10時から

感染症予防のため

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。

10︓00～12︓00

１月22日（土）

13︓30～15︓30

Eco☆ゲームでウォームシェア

住民主体で取り組む「気候変動の適応策」セミナー

カードゲームやボードゲームなどを温か
いエコットで家族や友達と楽しもう︕子ど
もから大人まで、お一人でも参加できます。
持ち物／筆記用具
参加費／無料
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）
先着15名〉

住民主体による気候変動の適
応策とは何かを学びます。
持ち物／筆記用具
参加費／無料
講 師／杉山範子氏
（名古屋大学大学院環境学研究科付属）
〈大人のみ（第2回、第3回も参加できる方）
（第2回2月5日
（土）／第3回2 月26日（土） いずれも13︓30～15︓
30）〉

１月15日（土）

10︓00～12︓00

かんたんエコ手芸教室

１月23日（日）

～古布でネックレスを作ろう～

ごみに出す前の小さなはぎれで
胸元を飾る自分だけの布ネックレ
スを作ります
持ち物／はさみ、ものさし、
チャコペン、針、糸等
参加費／100円
〈小学生以上（小学生は保護者同伴） 先着15名〉

１月16日（日）
エコットクッキング

１月22日（土）
エコット映画会

～恵方巻を作って食べよう︕～

豊田市在住の方で、モニターにチャ
レンジする方は基材１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。

１月23日（日）

13︓30～15︓00

～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

先着12名〉

10︓00～12︓00

海洋プラスチック問題、海と共に生きる
全ての人類が必見のドキュメンタリー
参加費／300円

１月の
休館日

～基礎講座～

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

ダンボールコンポスト講座

プラスチックの海

〈中学生以上

ダンボールコンポスト講座

〈どなたでも（子どもの同伴可） 先着20名〉

10︓00～13︓00

恵方巻を作ります。恵方巻を
食べる由来や食べ方も学びま
す。
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）

10︓00～11︓30

先着50名〉

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名〉
＊コンポスト実践中の方に限ります。

１月30日（日）

10︓00～12︓00

折り紙でくねくねあおむしを作ろう
親子でくねくね動くあおむしを折
り紙で作る
持ち物／なし
参加費／無料
〈未就園児から小学生低学年の親子
先着10組〉

1/1
（土）
～１/４
（火）
、１/11
（火）
、１/17
（月）
、１/24
（月）
、１/31
（月）
＊１/10
（月・祝）は開館します。

エコットホームページ

エコットFacebookページ

２月の講座・イベント情報
申込み
受付開始

マスクの着用 を
お願いします

２月の講座：１月５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。

エコ・キッズスペース

＜未就園児とその保護者＞10︓00～11︓30
２月３日（木）

おには外︕節分だ︕
新聞紙で作ったボールで豆にみたて
て、豆まき遊びをします。いろいろな
もので作った鬼が登場するよ。
参加費／無料
定 員／未就園児とその保護者 先着 15 組

２月６日（日）

感染症予防のため

13︓00～15︓30

おいしくおしゃれなおやつ作り

バレンタインデーに向けて大切な人へフェアトレードにつ
いて学びながら心を込めて手作りクッキーを作ります。
持ち物／エプロン、三角巾、
ふきん、水筒
参加費／300円
講 師／小瀧逸子氏
〈小学生以上（小学生は保護者と参加）
先着10組 1組2名までに限る〉

２月19日（土） 10︓00～12︓30

かんたんエコ手芸教室

～着物のリメイクかんたんベストを作ろう～
着物布で着物巾をそのまま利用してなるべく手を加えない
で簡単なベストを作ります。
持ち物／着物布巾×60㎝を2枚、着物布巾×65㎝を2枚、裁
縫 道 具（素 材にあった糸や 針
（ミシン糸、手縫い糸、絹糸）
ものさし、裁ちばさみ、チャコ
ペン
参加費／無料
〈大人のみ 先着15名〉

２月27日（日）

10︓00～12︓00

思い出のある布で可愛いランチョンマットと
箸入れを作ろう
思い出のある子どもの着なくなった洋服や産着で可愛い
ランチョンマットと箸入れを作る。
持ち物／古布（厚手の木綿生地または
着物地を１ｍ×50㎝）、裁縫
道具一式、ものさし、糸、針、
チャコペン、刺繍針、刺繍糸、
ひも通し、はさみ、ピンキングばさみ（ある人）
参加費／無料
〈大人のみ（子どもの同伴可） 先着15名〉

２月12日（土）

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１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。

２月27日（日）

13︓30～15︓30

卒FIT後の太陽光発電・蓄電池に関する相談会

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。
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名〉

〈どなたでも（子どもの同伴可） 先着20名〉

13︓30～15︓00

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名〉
＊コンポスト実践中の方に限ります。

２月の
休館日

●食 品ロスクイズ ●

Q 食品ロスを減らすために私たちができることで、
「間違っている」のは次のうちどれでしょう。
①
②
③

保存している食べ残しを忘れないよう、冷蔵
庫の配置を工夫する。
外食時には、食べきれる量だけを注文する。
賞味期限が過ぎたものはすぐに捨てる。

ヒント︓すぐ腐るわけではないよ。

２/7
（月）
、２/14
（月）
、２/21
（月）
、２/28
（月）
＊２/11
（金・祝）、２/23（水・祝）は開館します。

エコットホームページ

エコットFacebookページ

クイズの正解︓③

２月12日（土）

9～11月の eco-T
トヨタの森

前林中学校にSDGｓの出前授業

畝部小学校オンライン工場見学
コロナ禍で公共施設見学が中止
が相次ぐ中、オンライン見学を実
施しました。
エコットとしては初めての試み
で学校の先生と何度も打合せを重
ね本番に挑みました。
畝部小学校の 4 年生のみなさん
には、画面を通して渡刈クリーン
センターの見学をしてもらいまし
たが、真剣に説明を聞いて質問も
活発にしてくれました。
ま た、ぜ
ひお家の人
と渡刈ク
リーンセン
ターに見学
にきてくだ
さいね︕

10/5、前林中学校に SDGｓの出前
授業に行ってきました。３年３組は
「12 つくる責任 つかう責任」とし
て食ロス問題について、6 組は「14
海の豊かさを守ろう」として海洋
プラごみについて、企業に提案でき
る商品、方策などを話し合いし、面
白いアイディアを考えていただきま
した。

11 月 4 日（木）は、エコ・キッズ
スペースの講座でした。
今回は、トヨタの森へ森散策へ行
き ま し た。葉 っ ぱ で 遊 ん で み た り、
においをかいでみたり、五感をいっ
ぱい使って遊ぶことができました。
石窯で焼いた焼き芋もおいしかった
よ。

エコットレシピ

【作り方】
・ピーマンを縦半分に切ります
・ピーマンのへたを手で取ります
種ごとピーマンの肉詰め煮込み
（がくの部分に指を入れると簡
単に取れます）
ピーマンを
・Ⓐをボールに入れ、粘りが出るまでこね
【材料】（2人前）
種ごと肉詰
て肉だねを作ります
ピーマン（大きめ）4個
めにします。
・切ったピーマンに小麦粉等を
豚ひき肉 120グラム
生ごみの量
軽く振り、肉だねを詰めます
Ⓐ
たまご １個
も少なく済
（種もわたもそのままで）
塩・こしょう しょうゆ 牛乳 少々
みます。
・温めたフライパンに油を入れ、
小麦粉または片栗粉 少々
煮込みますので、種子は
肉の方を下にして焼き目を付
パセリ 少々
気になりません。
けます
他の野菜を追加してもお
・ピーマンをひっくり返し、ピ
トマトケチャップ
いしいです。
ウスターソース
Ⓑお好み ーマンが軽く焼けたらⒷを入
（今回はミニトマト）
みりん
の量で れ蓋をします
ソースが余ったらご飯と
・7分から10分煮込み、ソースがトロっと
水（ピーマンが半分浸かるくらい）
チーズを入れて温めてリ
したら火を止めます
ゾット風に。
・皿に盛り、パセリをかけて完成です

｝
｝

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
ページから、
①リユース工房にて展示品の状態を確認
展示家具を見る
②リユース工房で入札書を記入して入札箱へ ことができます。

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

スケジュール

2022年１月

eco-Tは、市民・NPO・行政が共働して運営しています
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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）
支払い・引渡し期間
午前
午後

9月30日を持って、全都道府県で緊急事態宣言も解除され、店舗の
営業が再開されたり、小学校の運動会が開催されたり、修学旅行に行
ける︕などの声が聞こえてくる等少しずつ、日常が戻ってきました。
エコット館内、感染対策をしっかり行い、市民のみなさんが来館し
て頂けるように楽しい講座、イベントを準備しております。今年は12月
10～12日の3日間エコットフェスタ2021を開催いたします。
ぜひご家族、お友達をお誘いのうえお越しください。お待ちしてお
ります。

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）

（エコット）」事務局
豊田市環境学習施設「eco-T
〒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︓ 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。

