
母の日講座５月1日（日）10︓00～12︓00
＜母の日プレゼント＞廃材で壁掛け一輪挿しを作ろう
５月8日（日）10︓00～12︓00
＜母の日プレゼント＞
初めてでも簡単︕グリーンカーテンの作り方
＊詳細は中面参照

編集後記編集後記
　いよいよ新年度がスタートしました。みなさんはどんな
目標をたてましたか︖　eco-Tは今年、開館15周年。節目
の年を迎えます。今までをふりかえり、さらに１つ１つコツ
コツと丁寧に進めていきたいと思っています。
　そして、豊田市民のみなさんにわくわく楽しくエコライ
フを伝えていけるような環境学習施設を目指します。どう
ぞお楽しみに︕

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

豊田市からのお知らせ豊田市からのお知らせ

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。

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

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。

期　間︓４/１（金）～ 5/28（土）
　SDGsの目標1～ 17のクイズに答えて世界の現状、
日本の状況を学んでみませんか︖
　エコットに来てクイズにいくつ答えられるか挑戦し
てみよう︕

「SDGｓクイズに挑戦！」4月・5月の期間展示

知ってますか？フェアトレード知ってますか？フェアトレード

リニューアルしたエコエコチャレンジに挑戦しよう！リニューアルしたエコエコチャレンジに挑戦しよう！
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インプリ育成インプリ育成1月の期間展示1月の期間展示
　1 月の期間展示は「豊田市
の川の水ってきれい︖」でした。
　エコットではあまり川につ
いての展示がなかったので来
館者の方にはとても興味深く
見学された方もおられました。
正面玄関には川から獲ってき
たザリガニを入れた水槽を置
いたところ、来館者の方がザ
リガニの絵を書いてください
ました。

　1/22 と 2/5 と 2/26 に開催
しました。初回は講演とワー
クショップ、2 回目は 3 者から
の話題提供とワークショップ
を実施。3 回目には、豊田市の
気候変動適応計画について学
んだ後、どんな行動をすれば
いいのか具体的なアイディア
を話し合いました。

気候変動適応策連続セミナー気候変動適応策連続セミナー
　令和３年度の新規インタープ
リター育成講座が始まりました。
　講座の参加者は環境に対する関
心がとても強く、毎回講座では食
品ロスや分別などの環境に関する
ゲームをしてみんなで楽しく環境
について学んでいきます。　　
　講座受講後はさらに工場見学
の案内やエコットの受付などイ
ンタープリターとしての研修を
受けます。
　4 月からの活
動が待ち遠しい
ですね︕新しい
インタープリ
ターを楽しみに
してください。

実施報告実施報告

　フェアトレードとは、英語で「Fair　Trade」と書きます。
　日本語にすると「公正な貿易」。発展途上国の食べ物など
を適正な価格で継続的に買うことで、発展途上の人たちの
生活の改善と自立をめざす貿易のしくみのことを言います。
　フェアトレード商品の代表的な製品はコーヒーですが、
チョコレートの原料となるカカオやコットン製品、バナナ、
スパイス、ボール等があります。

買い物で世界を変えることができる︖︕
　5月の第 2土曜日は世界フェアトレードの日です。
　5月はフェアトレード月間です。フェアトレードの取組み
は、近年注目されている SDGs が掲げる 17 の目標のほぼ
すべてに関係しています。全国で展開する大手スーパーや
コンビニでも少しずつフェアトレード製品が並ぶように
なってきています。私たち消費者がフェアトレードについ
て理解し、フェアトレード商品を積極的に購入すれば、世
界を変えられる日が来るかもしれません。

5 月はフェアトレード月間です。
楽しく美味しくフェアトレード
について学びませんか？
●5 月 7 日（土）10︓00 ～ 12︓00

『フェアトレード月間特別企画︕
やさしいおやつ講座
～チョコレートパフェ編～』
　フェアトレードチョコを
使ってチョコレートパフェを
作ります。
＊詳細は中面参照

●5 月 14 日（土）13︓00 ～ 15︓30
『おいしくおしゃれな
　おやつ作り』
　フェアトレードチョ
コレートを使用して手
作りクッキーをつくり
ます。
＊詳細は中面参照

クイズに挑戦して
SDGs を知ろう︕

水道水をそのまま飲める
国は世界で何カ国︖

①9カ国　　②49カ国　　③90カ国

「水道水がのめる」は当たり前じゃない

●エコットクイズ●●エコットクイズ●
Q.世界で作られた食料のうち、どれくらい
　 捨てられているでしょうか︖
①約３分の１　②約５分の１　③約 10分の１

 ＊答えは4、５月のの期間展示内で

　環境にやさしい暮らしを実践しながら、とよた SDGs ポイントが貯まる「エコエコチャレンジ」が新し
く生まれ変わりました。
　令和 3年度のチャレンジ期間は 90日間でしたが、令和 4年度は 30日間とチャレンジしやすくしました。
さらに、ひとり最大 10回まで応募できるようにしたので、継続して取り組めます︕
　「エコエコチャレンジ 2022」でポイントを貯めて、SDGs を身近に感じてみませんか。
対象期間︓令和４年４月１日から令和５年３月 26日まで
対 象 者︓とよた SDGs ポイント会員とその家族
もらえるポイント︓１人１回の応募毎に 50ポイント
　　　　　　　　　（年間最大 500 ポイントまで応募ができます）
　　　　　　　　　詳しくはチャレンジシートをご覧ください。
※チャレンジシートはエコットや市役所など公共施設での配布のほか、
　とよた SDGｓポイントナビからダウンロードして入手できます。

＊答えは4、５月の期間展示内で
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５月の講座：４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

５月の講座・イベント情報５月の講座・イベント情報５月の講座・イベント情報
６月の講座：５月６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

６月の講座・イベント情報６月の講座・イベント情報６月の講座・イベント情報

６月の
休 館 日

５月の
休 館 日 6/6（月）、6/13（月）、6/20（月）、6/27（月）

エコットホームページ エコットFacebookページ

5/2（月）、５/3（火・祝）、5/4（水・祝）、5/5（木・祝）
5/9（月）、5/16（月）、5/23（月）、5/30（月）

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

5月の第2土曜日はフェアトレードの日
フェアトレードについて学びながら手作りクッキーを作る
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん、スケッパー（あれば）、
　　　　水筒
参加費／ 300円／組

〈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）〉

おいしくおしゃれなおやつ作り

５月14日（土）13︓00～15︓30

油揚げの中に豆腐、ひき肉などを詰め、
出汁で煮た印籠煮の味と食感を味わう
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん、水筒、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〉

エコットクッキング　　
おいしくて栄養満点︕印籠煮を作ろう

５月22日（日）10︓00～13︓00

お父さんは工場見学、子どもたちはお家の人
と一緒にグラスケーキを作ろう　
持ち物／エプロン、三角巾、水筒
参加費／500円／組

〈小学生以上の家族（幼児同伴可）先着４組〉

＜父の日企画＞
グラスケーキ作りと工場見学

６月19日（日）10︓00～12︓00５月19日（木）13︓30～15︓00

実践中のコンポストの相談や堆肥診断を行う
持ち物／実践中のコンポスト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。

ダンボールコンポストフォロー講座

ダンボールコンポストフォロー講座

６月10日（金）13︓30～15︓00

実践中のコンポストの相談や堆肥診断を行う
持ち物／実践中のコンポスト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。

ポイ捨てごみゼロ大作戦
～とよたの街をきれいにしよう～矢作川編
みんなで一丸となってごみを拾って、
まちのポイ捨てごみを減らしましょう
持ち物／水筒、タオル、運動靴
　　　　小雨の場合は、雨がっぱ

〈どなたでも　先着50人〉

６月4日（土）10︓00～12︓00

５月8日（日）10︓00～12︓00

植物の選び方や設置方法、
育て方のコツを学ぶ
会　場／とよたエコフルタウン
持ち物／筆記用具
参加費／100円
講　師／天野洋平氏（㈱豊田ガーデン）

〈どなたでも　先着20人〉

＜母の日プレゼント＞
初めてでも簡単︕
グリーンカーテンの作り方

廃材をうまく利用し、母の日プレゼントに
可愛い壁掛けの一輪挿しを作る
持ち物／軍手、水筒、汚れてもいい服装
　　　　（エプロン可）
参加費／ 500円/組
講　師／加藤美草氏

〈小学生以上（小学生は保護者と参加）先着10組〉

＜母の日プレゼント＞
～廃材で壁掛け一輪挿し～

５月1日（日）10︓00～12︓00

ジーンズをリメイクして丈夫な自分だけの
バッグを作る（大きさはそれぞれでOK)
持ち物／ジーンズ1本、裁縫道具一式、
　　　　裏地布（ジーンズに合わせた大きさ）

〈大人のみ　先着12人〉

リメイク講座
～ジーンズで丈夫なMYバッグを作ろう～

６月25日（土）9︓30～12︓00

気候変動に揺れる3つの島を見つめ、自然の美しさと人々
の生活を追いかけたドキュメンタリー。
参加費／300円（小学生以下は無料）

〈どなたでも（小学生以下は保護者同伴）先着50人〉

エコットシアター
～映画『ビューティフルアイランズ』～

６月26日（日）10︓00～12︓00

フェアトレードチョコレートを使って
チョコレートパフェを作る
持ち物／三角巾、エプロン、ふきん、水筒
参加費／300円

〈どなたでも（子どもの同伴可）先着12人〉

フェアトレード月間
やさしいおやつ講座

５月7日（土）10︓00～12︓00

穴があいたり、汚れりした
大切な洋服をお直しする方法を学ぶ
持ち物／裁縫道具、刺しゅう針、刺しゅう糸
参加費／ 200円

〈大人のみ　先着15人〉

かんたんエコ手芸教室　
衣類のダーニング刺繍基礎講座

５月21日（土）10︓00～12︓00

５月19日（木）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ぶ
持ち物／筆記用具
参加費／500円

〈どなたでも（子どもの同伴可）先着20人〉
＊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式(1,850円)を
無料で提供。モニターにならない方は、基材代1,850円が別途かかります。

ダンボールコンポスト基礎講座

ダンボール箱を利用した
生ごみからの堆肥作りを学ぶ
持ち物／筆記用具
参加費／500円

〈どなたでも（子どもの同伴可）先着20人〉
＊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式(1,850円)を
無料で提供。モニターにならない方は、基材代1,850円が別途かかります。

ダンボールコンポスト基礎講座

６月10日（金）10︓00～11︓30

砂糖、食塩、パンは、燃えるだろうか
何でも燃やそう
おいしいアメを作って考えよう
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〉

もった博士のかがく倶楽部　
～おいしいべっこうアメの秘密～

６月12日（日）10︓00～12︓00

余り布を使って、すてきなペットボトル入れを作る
持ち物／裁縫道具、柄地と無地（柄地の中に

ある色が良い）サイズはそれぞれ横
幅20㎝、縦幅40㎝
〈大人のみ　先着15人〉

かんたんエコ手芸教室
～余り布でペットボトル入れを作ろう～

６月18日（土）10︓00～12︓00

夏に向けた寄せ植えを作ります。
持ち物／プランター（直径23㎝、高さ

20㎝）、軍手、スコップ、鉢を持ち帰る袋
参加費／1,000円

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）先着12人〉

寄せ植え講座
～エコな寄せ植えを作ろう︕～

６月16日（木）10︓00～12︓00

気候変動を止める気候活動家たちの
挑戦に密着したドキュメンタリー
参加費／300円（小学生以下は無料）

〈どなたでも（小学生は保護者同伴）先着50名〉

エコットシアター　～映画『気候戦士　
～クライメート・ウォーリアーズ』～

５月15日（日）10︓00～12︓00

©UNITED　PEOPLE.

自然観察の森であそぼう
自然観察の森のインタープリターさん
と一緒に森の散策にでかける
持ち物／水筒、帽子、タオル

〈どなたでも　先着20人〉

６月5日（日）10︓00～12︓00
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5月の第2土曜日はフェアトレードの日
フェアトレードについて学びながら手作りクッキーを作る
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん、スケッパー（あれば）、
　　　　水筒
参加費／ 300円／組

〈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）〉

おいしくおしゃれなおやつ作り

５月14日（土）13︓00～15︓30

油揚げの中に豆腐、ひき肉などを詰め、
出汁で煮た印籠煮の味と食感を味わう
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん、水筒、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〉

エコットクッキング　　
おいしくて栄養満点︕印籠煮を作ろう

５月22日（日）10︓00～13︓00

お父さんは工場見学、子どもたちはお家の人
と一緒にグラスケーキを作ろう　
持ち物／エプロン、三角巾、水筒
参加費／500円／組

〈小学生以上の家族（幼児同伴可）先着４組〉

＜父の日企画＞
グラスケーキ作りと工場見学

６月19日（日）10︓00～12︓00５月19日（木）13︓30～15︓00

実践中のコンポストの相談や堆肥診断を行う
持ち物／実践中のコンポスト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。

ダンボールコンポストフォロー講座

ダンボールコンポストフォロー講座

６月10日（金）13︓30～15︓00

実践中のコンポストの相談や堆肥診断を行う
持ち物／実践中のコンポスト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。

ポイ捨てごみゼロ大作戦
～とよたの街をきれいにしよう～矢作川編
みんなで一丸となってごみを拾って、
まちのポイ捨てごみを減らしましょう
持ち物／水筒、タオル、運動靴
　　　　小雨の場合は、雨がっぱ

〈どなたでも　先着50人〉

６月4日（土）10︓00～12︓00

５月8日（日）10︓00～12︓00

植物の選び方や設置方法、
育て方のコツを学ぶ
会　場／とよたエコフルタウン
持ち物／筆記用具
参加費／100円
講　師／天野洋平氏（㈱豊田ガーデン）

〈どなたでも　先着20人〉

＜母の日プレゼント＞
初めてでも簡単︕
グリーンカーテンの作り方

廃材をうまく利用し、母の日プレゼントに
可愛い壁掛けの一輪挿しを作る
持ち物／軍手、水筒、汚れてもいい服装
　　　　（エプロン可）
参加費／ 500円/組
講　師／加藤美草氏

〈小学生以上（小学生は保護者と参加）先着10組〉

＜母の日プレゼント＞
～廃材で壁掛け一輪挿し～

５月1日（日）10︓00～12︓00

ジーンズをリメイクして丈夫な自分だけの
バッグを作る（大きさはそれぞれでOK)
持ち物／ジーンズ1本、裁縫道具一式、
　　　　裏地布（ジーンズに合わせた大きさ）

〈大人のみ　先着12人〉

リメイク講座
～ジーンズで丈夫なMYバッグを作ろう～

６月25日（土）9︓30～12︓00

気候変動に揺れる3つの島を見つめ、自然の美しさと人々
の生活を追いかけたドキュメンタリー。
参加費／300円（小学生以下は無料）

〈どなたでも（小学生以下は保護者同伴）先着50人〉

エコットシアター
～映画『ビューティフルアイランズ』～

６月26日（日）10︓00～12︓00

フェアトレードチョコレートを使って
チョコレートパフェを作る
持ち物／三角巾、エプロン、ふきん、水筒
参加費／300円

〈どなたでも（子どもの同伴可）先着12人〉

フェアトレード月間
やさしいおやつ講座

５月7日（土）10︓00～12︓00

穴があいたり、汚れりした
大切な洋服をお直しする方法を学ぶ
持ち物／裁縫道具、刺しゅう針、刺しゅう糸
参加費／ 200円

〈大人のみ　先着15人〉

かんたんエコ手芸教室　
衣類のダーニング刺繍基礎講座

５月21日（土）10︓00～12︓00

５月19日（木）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ぶ
持ち物／筆記用具
参加費／500円

〈どなたでも（子どもの同伴可）先着20人〉
＊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式(1,850円)を
無料で提供。モニターにならない方は、基材代1,850円が別途かかります。

ダンボールコンポスト基礎講座

ダンボール箱を利用した
生ごみからの堆肥作りを学ぶ
持ち物／筆記用具
参加費／500円

〈どなたでも（子どもの同伴可）先着20人〉
＊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式(1,850円)を
無料で提供。モニターにならない方は、基材代1,850円が別途かかります。

ダンボールコンポスト基礎講座

６月10日（金）10︓00～11︓30

砂糖、食塩、パンは、燃えるだろうか
何でも燃やそう
おいしいアメを作って考えよう
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〉

もった博士のかがく倶楽部　
～おいしいべっこうアメの秘密～

６月12日（日）10︓00～12︓00

余り布を使って、すてきなペットボトル入れを作る
持ち物／裁縫道具、柄地と無地（柄地の中に

ある色が良い）サイズはそれぞれ横
幅20㎝、縦幅40㎝
〈大人のみ　先着15人〉

かんたんエコ手芸教室
～余り布でペットボトル入れを作ろう～

６月18日（土）10︓00～12︓00

夏に向けた寄せ植えを作ります。
持ち物／プランター（直径23㎝、高さ

20㎝）、軍手、スコップ、鉢を持ち帰る袋
参加費／1,000円

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）先着12人〉

寄せ植え講座
～エコな寄せ植えを作ろう︕～

６月16日（木）10︓00～12︓00

気候変動を止める気候活動家たちの
挑戦に密着したドキュメンタリー
参加費／300円（小学生以下は無料）

〈どなたでも（小学生は保護者同伴）先着50名〉

エコットシアター　～映画『気候戦士　
～クライメート・ウォーリアーズ』～

５月15日（日）10︓00～12︓00

©UNITED　PEOPLE.

自然観察の森であそぼう
自然観察の森のインタープリターさん
と一緒に森の散策にでかける
持ち物／水筒、帽子、タオル

〈どなたでも　先着20人〉

６月5日（日）10︓00～12︓00



母の日講座５月1日（日）10︓00～12︓00
＜母の日プレゼント＞廃材で壁掛け一輪挿しを作ろう
５月8日（日）10︓00～12︓00
＜母の日プレゼント＞
初めてでも簡単︕グリーンカーテンの作り方
＊詳細は中面参照

編集後記編集後記
　いよいよ新年度がスタートしました。みなさんはどんな
目標をたてましたか︖　eco-Tは今年、開館15周年。節目
の年を迎えます。今までをふりかえり、さらに１つ１つコツ
コツと丁寧に進めていきたいと思っています。
　そして、豊田市民のみなさんにわくわく楽しくエコライ
フを伝えていけるような環境学習施設を目指します。どう
ぞお楽しみに︕

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

豊田市からのお知らせ豊田市からのお知らせ

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。

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

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。

期　間︓４/１（金）～ 5/28（土）
　SDGsの目標1～ 17のクイズに答えて世界の現状、
日本の状況を学んでみませんか︖
　エコットに来てクイズにいくつ答えられるか挑戦し
てみよう︕

「SDGｓクイズに挑戦！」4月・5月の期間展示

知ってますか？フェアトレード知ってますか？フェアトレード

リニューアルしたエコエコチャレンジに挑戦しよう！リニューアルしたエコエコチャレンジに挑戦しよう！
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インプリ育成インプリ育成1月の期間展示1月の期間展示
　1 月の期間展示は「豊田市
の川の水ってきれい︖」でした。
　エコットではあまり川につ
いての展示がなかったので来
館者の方にはとても興味深く
見学された方もおられました。
正面玄関には川から獲ってき
たザリガニを入れた水槽を置
いたところ、来館者の方がザ
リガニの絵を書いてください
ました。

　1/22 と 2/5 と 2/26 に開催
しました。初回は講演とワー
クショップ、2 回目は 3 者から
の話題提供とワークショップ
を実施。3 回目には、豊田市の
気候変動適応計画について学
んだ後、どんな行動をすれば
いいのか具体的なアイディア
を話し合いました。

気候変動適応策連続セミナー気候変動適応策連続セミナー
　令和３年度の新規インタープ
リター育成講座が始まりました。
　講座の参加者は環境に対する関
心がとても強く、毎回講座では食
品ロスや分別などの環境に関する
ゲームをしてみんなで楽しく環境
について学んでいきます。　　
　講座受講後はさらに工場見学
の案内やエコットの受付などイ
ンタープリターとしての研修を
受けます。
　4 月からの活
動が待ち遠しい
ですね︕新しい
インタープリ
ターを楽しみに
してください。

実施報告実施報告

　フェアトレードとは、英語で「Fair　Trade」と書きます。
　日本語にすると「公正な貿易」。発展途上国の食べ物など
を適正な価格で継続的に買うことで、発展途上の人たちの
生活の改善と自立をめざす貿易のしくみのことを言います。
　フェアトレード商品の代表的な製品はコーヒーですが、
チョコレートの原料となるカカオやコットン製品、バナナ、
スパイス、ボール等があります。

買い物で世界を変えることができる︖︕
　5月の第 2土曜日は世界フェアトレードの日です。
　5月はフェアトレード月間です。フェアトレードの取組み
は、近年注目されている SDGs が掲げる 17 の目標のほぼ
すべてに関係しています。全国で展開する大手スーパーや
コンビニでも少しずつフェアトレード製品が並ぶように
なってきています。私たち消費者がフェアトレードについ
て理解し、フェアトレード商品を積極的に購入すれば、世
界を変えられる日が来るかもしれません。

5 月はフェアトレード月間です。
楽しく美味しくフェアトレード
について学びませんか？
●5 月 7 日（土）10︓00 ～ 12︓00

『フェアトレード月間特別企画︕
やさしいおやつ講座
～チョコレートパフェ編～』
　フェアトレードチョコを
使ってチョコレートパフェを
作ります。
＊詳細は中面参照

●5 月 14 日（土）13︓00 ～ 15︓30
『おいしくおしゃれな
　おやつ作り』
　フェアトレードチョ
コレートを使用して手
作りクッキーをつくり
ます。
＊詳細は中面参照

クイズに挑戦して
SDGs を知ろう︕

水道水をそのまま飲める
国は世界で何カ国︖

①9カ国　　②49カ国　　③90カ国

「水道水がのめる」は当たり前じゃない

●エコットクイズ●●エコットクイズ●
Q.世界で作られた食料のうち、どれくらい
　 捨てられているでしょうか︖
①約３分の１　②約５分の１　③約 10分の１

 ＊答えは4、５月のの期間展示内で

　環境にやさしい暮らしを実践しながら、とよた SDGs ポイントが貯まる「エコエコチャレンジ」が新し
く生まれ変わりました。
　令和 3年度のチャレンジ期間は 90日間でしたが、令和 4年度は 30日間とチャレンジしやすくしました。
さらに、ひとり最大 10回まで応募できるようにしたので、継続して取り組めます︕
　「エコエコチャレンジ 2022」でポイントを貯めて、SDGs を身近に感じてみませんか。
対象期間︓令和４年４月１日から令和５年３月 26日まで
対 象 者︓とよた SDGs ポイント会員とその家族
もらえるポイント︓１人１回の応募毎に 50ポイント
　　　　　　　　　（年間最大 500 ポイントまで応募ができます）
　　　　　　　　　詳しくはチャレンジシートをご覧ください。
※チャレンジシートはエコットや市役所など公共施設での配布のほか、
　とよた SDGｓポイントナビからダウンロードして入手できます。

＊答えは4、５月の期間展示内で
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