
編集後記編集後記
　4 月に台風 1号が発生しました。海水温がまだあまり高くな
い４月に大型の台風が発生して日本に近づくことは珍しいこと
だそうです。今まで起こらなかったことが起きるようになるの
が気候変動の問題です。地球温暖化は進みつつある中、どの
ように適応していかなければいけないかを考えさせられまし
た。ぜひ豊田市が公開している気候変動適応のプラットフォー
ムサイトをご活用ください。

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

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。

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

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

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。

6・7月の期間展示

ぐるぐるめぐ～るエコライフ
サスティナブルファッションのススメ
期間︓6/1（水）～ 7/27（水）
　私たちが普段使っているものは、どのように
作られ、どのように処理されているのでしょう
か︖今回は、いつも着ている洋服に焦点をあて
て、クイズに答えながら楽しく学ぶことができ
ます。「え︖そうだったの︖︕」といった発見も
あるかも︖ぜひ、ご来館ください。
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※とよたSDGsポイントが、落札1点に
つき20ポイントもらえます。

　また、ポイントで購入もできます。

　「昔に比べて暑い日が多くなっている気がする」「大雨の降る日が増えた気がする」など、考えたこと
はありませんか︖そんな気候について学んだり、考えたりするためのサイト「豊田市気候変動適応情報
プラットフォーム」を開設しています。
　このプラットフォームでは、気候変動の影響や対策について、市民の皆様に「知ろう」「行動しよう」「参
加しよう」の３つのアクションを実践していただける内容となっています。
　また、より身近な気候変動の影響調査として、ワークショップを開催し市民の皆様に出し合ってもらっ
た影響事例や、プラットフォームを活用した「市民
参加型調査」ではスマホ等から寄せられた投稿内容
も掲載しています。
　皆さんも、「昔と比べて、最近は暑くなったな」「そ
のせいで、この習慣がなくなったな」など身近な事
例を教えてください。　

「気候変動について考えてみよう！」

豊田市からのお知らせ豊田市からのお知らせ

４～５月のeco-T４～５月のeco-T

【お知らせ】
♪サイズアウトした子ども服を回収します♪
　回収場所︓エコット
　サイズ　︓衣料のみ 80 ～ 160 センチ
              　（靴下・よだれかけ等は不可）
　回収期間︓7月 1日（金）～8月 31日（水）
　　　　　程度のいいものを是非ご提供ください。
　　　　　よろしくお願いいたします。

【夏休み企画】今年もやります︕
涼しいエコットにたくさん遊びに来てね。

期間︓7月 23日（土）～８月21日（日）
 ＊釣って eco-T（終日）
 ＊エコバッグ作り（〃）
 ＊学習スペース提供（〃）
 ＊プチ講座開催（下記日程 11:30 ～ 14:30）
7/23（土）マスクチャーム作り
7/28（木）ゼムクリップキーホルダー
7/31（日）当日のお楽しみ企画
8/14（日）バランストンボ作り
8/20（土）くるみボタンでブローチ
8/21（日）新聞紙で手さげバッグ作り

　4 月 1 日から、カートカンⓇ

飲料（１つ 100 円）をとよた
SDGs ポイントで購入できるよ
うになりました。緑茶や紅茶、
コーヒーなどを置いています。
売り上げの一部は寄付します。
美味しい飲料を飲んで脱プラに
貢献しましょう︕また、ダン
ボ ー ル コ ン ポ ス ト（一 式 は
1850 円）
も と よ た
SDGs ポイ
ントで購入
できます︕

　4/27 に運営会議終了後、第
16 期インタープリターの歓迎・
交流会を開催しました。世話人
会のメンバーが企画・進行しま
した。第 16 期生が先頭になっ
て自己紹介をしながらじゃんけ
んをしてグループを結成。その
後、グループ内でインタープリ
ター活動の失敗談や成功談な
ど、わ き あ
いあいトー
クをして盛
り上がりま
した。

　5 月 10 日から市内小学４年
生のみなさまの公共施設見学が
始まりました。
　プログラムのリニューアルに
より、体験していただく部分を
増やし、より記憶に残る見学を
目指します。

エコットフォーラム 2022
台所からはじめる捨てない暮らし
　～コンポストから考える循環型社会～
プログラム︓たいら由以子氏による講演
日時︓８月 28 日（日）13︓30 ～ 15︓30
受付︓13︓15 から
講師︓たいら由以子氏 ローカルフードサ

イクリング㈱代表取締役
場所︓豊田市環境学習施設
　　　eco-T（エコット） 多目的室
対象︓中学生以上 100 人（要申込み／先着順）
参加費︓無料
申込み︓７月５日（火）10 時から
　　　　 eco-T 事務局（26-8058）まで

エコットフードパントリー

フードドライブにご協力ください

日時︓８月 28 日（日）10︓00 ～ 12︓00
場所︓豊田市環境学習施設 eco-T（エコット）
定員︓60 ～ 100 人程度
　　　１世帯 10 品（回収食材数による）
　　　１品 10 円程度の寄付を募ります。
　　　（集まったお金は社会福祉協議会へ寄付する予定）

日時︓令和４年６月１日（水）～ 7 月 31 日（日）
　　　9︓00 ～ 17︓00
　　　月曜日は休館日
　　　（ただし７月 18 日は開館、19 日は休館になります）
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、8 月 28 日（日）のエコットフォー

ラム 2022 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。

条件︓賞味期限３ヶ月以上、未開封、常温保存ができるもの。



７月の講座：６月５日（日）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

７月の講座・イベント情報７月の講座・イベント情報７月の講座・イベント情報
８月の講座：７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

８月の講座・イベント情報８月の講座・イベント情報８月の講座・イベント情報感染症予防のため
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

浴衣着付けを学び、涼しい夏を過ごす。
持ち物／浴衣、半幅帯、着物付属品、ゴムぞうり　
参加費／無料

〈先着　大人12人〉

クールシェア＜着付け講座＞浴衣を着て工場見学をしよう

７月３日（日）9︓30～12︓00

日常生活やキャンプ、非常災害時に必要な
ロープの結び方を身に付けます。
持ち物／なし　参加費／無料

〈どなたでも　先着12人〉

家庭でできるロープワーク
７月23日（土）10︓00～11︓30

旬な野菜盛りだくさん︕彩り野菜カレーを作ります。
持ち物／エプロン、三角巾、布巾（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〉

エコットクッキング ～野菜たっぷりカレーを作ろう～
７月17日（日）10︓00～13︓00

不要になった古布で布ぞうりを作ります。
持ち物／裁縫道具（針・糸・７～８号のかぎ針）、裁ちば

さみ、幅5~6㎝・長さ150㎝の古布（シーツ・布
団の表布・衣類など）20枚程度、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、レジャーシート、
座布団、親指が分かれている靴下　　　　　

参加費／100円
〈小学生以上（小学生は保護者と参加）先着20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

７月16日（土）9︓30～12︓00

子どもの朝の身じたくが自分でできるようにするための箱
を作ります。
持ち物／手拭き、水筒　参加費／100円

〈年少から小学生と保護者　先着15組〉

自分でできるよ朝の身じたく
楽しく作ろう︕おしたく箱

８月21日（日）10︓00～12︓00

７月28日（木）10︓00～12︓00
ごみのゆくえを見に行こう
普段出しているごみがどのように処理されているのか、
ごみのゆくえを見学します。リユース工房にも行きますよ。
持ち物／水筒、帽子、涼しい服装、日傘
参加費／無料

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）先着30人〉

café de eco-T
～山岳ガイドが見た︕山の世界2022～

７月９日（土）13︓30～15︓30

おいしいコーヒーを飲みながら、
山岳ガイドによる山の環境について学べます。
持ち物／筆記用具　参加費／無料
〈どなたでも（小学生以下は保護者と参加）先着50人〉

７月の
休 館 日 ※７/18（月・海の日）は開館します。

7/4（月）、7/11（月）、7/19（火）、7/25（月）

エコットホームページ エコットFacebookページ

夏休みだよ︕みんなで一緒に工場見学

＜未就園児とその兄弟姉妹＞10︓00～12︓00
エコ・キッズスペース
７月29日（金）

夏休みなので、おにいちゃんおねえちゃんも一緒に工場
見学をしましょう。
持ち物／水筒　参加費／無料　
〈未就園児とその兄弟姉妹（保護者同伴）先着15組〉

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
７月22日（金）10︓00～11︓30

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。

ダンボールコンポスト　フォロー講座
７月22日（金）13︓30～15︓00

農に関わる楽しさを教えてくれるドキュ
メンタリーと、ジュゴンが暮らすこの海
と共に生きていくことの大切さを考える
ドキュメンタリー映画２本立て。
持ち物／水筒
参加費／300円

〈どなたでも（小学生は無料）先着50人〉

エコットシアター
映画「川口由一の自然農というしあわせwith
辻信一」＆「ZANジュゴンが姿を見せるとき」

７月31日（日）９︓30～12︓00

カードゲームやボードゲームを
涼し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　先着15人〉

eco☆ゲームでクールシェア
８月27日（土）10︓00～12︓00

鉄道が走る町のジオラマを作って、
HOゲージ（鉄道模型）を走らせてみよう︕
講　師／西塔隆氏（トコネットワーク）
持ち物／ジオラマに使いたいもの、水筒　　　　　
参加費／無料

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）15人〉

鉄道模型好き集まれ　鉄道はエコなのりもの⁉
８月３日（水）10︓00～12︓00

８月の
休 館 日 8/1（月）、8/8（月）、8/15（月）、8/22（月）、8/29（月）

エコットホームページ エコットFacebookページ

ソーラーライトを取り付けて、君だけのエコハウスを作ろう︕
講　師／松原俊介氏（おいでんエネルギー㈱）
持ち物／水筒
参加費／100円

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）先着15人〉

牛乳パックでソーラーハウスを作ろう︕
８月10日（水）13︓30～15︓30

ドライアイスの正体は︖
実験で考え、アイスも作ります。
参加費／300円

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）先着15人〉

　
８月14日（日）10︓00～12︓00
もった博士のかがく倶楽部
～ドライアイスであそぼう︕～

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︖
電気のかしこい付き合い方は︖など様々な相談ができます。
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

８月６日（土）10︓00～12︓00

夜のクリーンセンターで謎解きしながら
工場見学。岡崎花火も観られるかも︕
持ち物／水筒　　　　　
参加費／100円

〈園児から小学生の親子　先着10組〉

渡刈クリーンセンター　
謎解き探検ナイトツアー　夏休み編

８月６日（土）18︓00～20︓00

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
８月24日（水）10︓00～11︓30

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。

ダンボールコンポスト　フォロー講座
８月24日（水）13︓30～15︓00



７月の講座：６月５日（日）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。
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感染症予防のため
マスクの着用を
お願いします

浴衣着付けを学び、涼しい夏を過ごす。
持ち物／浴衣、半幅帯、着物付属品、ゴムぞうり　
参加費／無料

〈先着　大人12人〉

クールシェア＜着付け講座＞浴衣を着て工場見学をしよう

７月３日（日）9︓30～12︓00

日常生活やキャンプ、非常災害時に必要な
ロープの結び方を身に付けます。
持ち物／なし　参加費／無料

〈どなたでも　先着12人〉

家庭でできるロープワーク
７月23日（土）10︓00～11︓30

旬な野菜盛りだくさん︕彩り野菜カレーを作ります。
持ち物／エプロン、三角巾、布巾（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〉

エコットクッキング ～野菜たっぷりカレーを作ろう～
７月17日（日）10︓00～13︓00

不要になった古布で布ぞうりを作ります。
持ち物／裁縫道具（針・糸・７～８号のかぎ針）、裁ちば

さみ、幅5~6㎝・長さ150㎝の古布（シーツ・布
団の表布・衣類など）20枚程度、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、レジャーシート、
座布団、親指が分かれている靴下　　　　　

参加費／100円
〈小学生以上（小学生は保護者と参加）先着20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

７月16日（土）9︓30～12︓00

子どもの朝の身じたくが自分でできるようにするための箱
を作ります。
持ち物／手拭き、水筒　参加費／100円

〈年少から小学生と保護者　先着15組〉

自分でできるよ朝の身じたく
楽しく作ろう︕おしたく箱

８月21日（日）10︓00～12︓00

７月28日（木）10︓00～12︓00
ごみのゆくえを見に行こう
普段出しているごみがどのように処理されているのか、
ごみのゆくえを見学します。リユース工房にも行きますよ。
持ち物／水筒、帽子、涼しい服装、日傘
参加費／無料

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）先着30人〉

café de eco-T
～山岳ガイドが見た︕山の世界2022～

７月９日（土）13︓30～15︓30

おいしいコーヒーを飲みながら、
山岳ガイドによる山の環境について学べます。
持ち物／筆記用具　参加費／無料
〈どなたでも（小学生以下は保護者と参加）先着50人〉

７月の
休 館 日 ※７/18（月・海の日）は開館します。

7/4（月）、7/11（月）、7/19（火）、7/25（月）

エコットホームページ エコットFacebookページ

夏休みだよ︕みんなで一緒に工場見学

＜未就園児とその兄弟姉妹＞10︓00～12︓00
エコ・キッズスペース
７月29日（金）

夏休みなので、おにいちゃんおねえちゃんも一緒に工場
見学をしましょう。
持ち物／水筒　参加費／無料　
〈未就園児とその兄弟姉妹（保護者同伴）先着15組〉

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
７月22日（金）10︓00～11︓30

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。

ダンボールコンポスト　フォロー講座
７月22日（金）13︓30～15︓00

農に関わる楽しさを教えてくれるドキュ
メンタリーと、ジュゴンが暮らすこの海
と共に生きていくことの大切さを考える
ドキュメンタリー映画２本立て。
持ち物／水筒
参加費／300円

〈どなたでも（小学生は無料）先着50人〉

エコットシアター
映画「川口由一の自然農というしあわせwith
辻信一」＆「ZANジュゴンが姿を見せるとき」

７月31日（日）９︓30～12︓00

カードゲームやボードゲームを
涼し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　先着15人〉

eco☆ゲームでクールシェア
８月27日（土）10︓00～12︓00

鉄道が走る町のジオラマを作って、
HOゲージ（鉄道模型）を走らせてみよう︕
講　師／西塔隆氏（トコネットワーク）
持ち物／ジオラマに使いたいもの、水筒　　　　　
参加費／無料

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）15人〉

鉄道模型好き集まれ　鉄道はエコなのりもの⁉
８月３日（水）10︓00～12︓00

８月の
休 館 日 8/1（月）、8/8（月）、8/15（月）、8/22（月）、8/29（月）

エコットホームページ エコットFacebookページ

ソーラーライトを取り付けて、君だけのエコハウスを作ろう︕
講　師／松原俊介氏（おいでんエネルギー㈱）
持ち物／水筒
参加費／100円

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）先着15人〉

牛乳パックでソーラーハウスを作ろう︕
８月10日（水）13︓30～15︓30

ドライアイスの正体は︖
実験で考え、アイスも作ります。
参加費／300円

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）先着15人〉

　
８月14日（日）10︓00～12︓00
もった博士のかがく倶楽部
～ドライアイスであそぼう︕～

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︖
電気のかしこい付き合い方は︖など様々な相談ができます。
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

８月６日（土）10︓00～12︓00

夜のクリーンセンターで謎解きしながら
工場見学。岡崎花火も観られるかも︕
持ち物／水筒　　　　　
参加費／100円

〈園児から小学生の親子　先着10組〉

渡刈クリーンセンター　
謎解き探検ナイトツアー　夏休み編

８月６日（土）18︓00～20︓00

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
８月24日（水）10︓00～11︓30

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。

ダンボールコンポスト　フォロー講座
８月24日（水）13︓30～15︓00



編集後記編集後記
　4 月に台風 1号が発生しました。海水温がまだあまり高くな
い４月に大型の台風が発生して日本に近づくことは珍しいこと
だそうです。今まで起こらなかったことが起きるようになるの
が気候変動の問題です。地球温暖化は進みつつある中、どの
ように適応していかなければいけないかを考えさせられまし
た。ぜひ豊田市が公開している気候変動適応のプラットフォー
ムサイトをご活用ください。

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

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。

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

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

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。

6・7月の期間展示

ぐるぐるめぐ～るエコライフ
サスティナブルファッションのススメ
期間︓6/1（水）～ 7/27（水）
　私たちが普段使っているものは、どのように
作られ、どのように処理されているのでしょう
か︖今回は、いつも着ている洋服に焦点をあて
て、クイズに答えながら楽しく学ぶことができ
ます。「え︖そうだったの︖︕」といった発見も
あるかも︖ぜひ、ご来館ください。

2022年８月
日 月 火 水 木 金 土
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2022年７月
日 月 火 水 木 金 土
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※とよたSDGsポイントが、落札1点に
つき20ポイントもらえます。

　また、ポイントで購入もできます。

　「昔に比べて暑い日が多くなっている気がする」「大雨の降る日が増えた気がする」など、考えたこと
はありませんか︖そんな気候について学んだり、考えたりするためのサイト「豊田市気候変動適応情報
プラットフォーム」を開設しています。
　このプラットフォームでは、気候変動の影響や対策について、市民の皆様に「知ろう」「行動しよう」「参
加しよう」の３つのアクションを実践していただける内容となっています。
　また、より身近な気候変動の影響調査として、ワークショップを開催し市民の皆様に出し合ってもらっ
た影響事例や、プラットフォームを活用した「市民
参加型調査」ではスマホ等から寄せられた投稿内容
も掲載しています。
　皆さんも、「昔と比べて、最近は暑くなったな」「そ
のせいで、この習慣がなくなったな」など身近な事
例を教えてください。　

「気候変動について考えてみよう！」

豊田市からのお知らせ豊田市からのお知らせ

４～５月のeco-T４～５月のeco-T

【お知らせ】
♪サイズアウトした子ども服を回収します♪
　回収場所︓エコット
　サイズ　︓衣料のみ 80 ～ 160 センチ
              　（靴下・よだれかけ等は不可）
　回収期間︓7月 1日（金）～8月 31日（水）
　　　　　程度のいいものを是非ご提供ください。
　　　　　よろしくお願いいたします。

【夏休み企画】今年もやります︕
涼しいエコットにたくさん遊びに来てね。

期間︓7月 23日（土）～８月21日（日）
 ＊釣って eco-T（終日）
 ＊エコバッグ作り（〃）
 ＊学習スペース提供（〃）
 ＊プチ講座開催（下記日程 11:30 ～ 14:30）
7/23（土）マスクチャーム作り
7/28（木）ゼムクリップキーホルダー
7/31（日）当日のお楽しみ企画
8/14（日）バランストンボ作り
8/20（土）くるみボタンでブローチ
8/21（日）新聞紙で手さげバッグ作り

　4 月 1 日から、カートカンⓇ

飲料（１つ 100 円）をとよた
SDGs ポイントで購入できるよ
うになりました。緑茶や紅茶、
コーヒーなどを置いています。
売り上げの一部は寄付します。
美味しい飲料を飲んで脱プラに
貢献しましょう︕また、ダン
ボ ー ル コ ン ポ ス ト（一 式 は
1850 円）
も と よ た
SDGs ポイ
ントで購入
できます︕

　4/27 に運営会議終了後、第
16 期インタープリターの歓迎・
交流会を開催しました。世話人
会のメンバーが企画・進行しま
した。第 16 期生が先頭になっ
て自己紹介をしながらじゃんけ
んをしてグループを結成。その
後、グループ内でインタープリ
ター活動の失敗談や成功談な
ど、わ き あ
いあいトー
クをして盛
り上がりま
した。

　5 月 10 日から市内小学４年
生のみなさまの公共施設見学が
始まりました。
　プログラムのリニューアルに
より、体験していただく部分を
増やし、より記憶に残る見学を
目指します。

エコットフォーラム 2022
台所からはじめる捨てない暮らし
　～コンポストから考える循環型社会～
プログラム︓たいら由以子氏による講演
日時︓８月 28 日（日）13︓30 ～ 15︓30
受付︓13︓15 から
講師︓たいら由以子氏 ローカルフードサ

イクリング㈱代表取締役
場所︓豊田市環境学習施設
　　　eco-T（エコット） 多目的室
対象︓中学生以上 100 人（要申込み／先着順）
参加費︓無料
申込み︓７月５日（火）10 時から
　　　　 eco-T 事務局（26-8058）まで

エコットフードパントリー

フードドライブにご協力ください

日時︓８月 28 日（日）10︓00 ～ 12︓00
場所︓豊田市環境学習施設 eco-T（エコット）
定員︓60 ～ 100 人程度
　　　１世帯 10 品（回収食材数による）
　　　１品 10 円程度の寄付を募ります。
　　　（集まったお金は社会福祉協議会へ寄付する予定）

日時︓令和４年６月１日（水）～ 7 月 31 日（日）
　　　9︓00 ～ 17︓00
　　　月曜日は休館日
　　　（ただし７月 18 日は開館、19 日は休館になります）
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、8 月 28 日（日）のエコットフォー

ラム 2022 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。

条件︓賞味期限３ヶ月以上、未開封、常温保存ができるもの。


