8・9月の期間展示

森と川とわたしたちの暮らしのつながり
わたしたちは水道、農業、工業、水力発電などさまざまな場面で川
の水を使っています。森や川が荒廃して、生活に欠かせない川の水が
無くなったり、ひどく汚れていたりしたら、どうなるでしょうか。
森や川の役割や、豊田市での現状を知り、身近にある自然環境が私
たちの暮らしと密接に関わっていることが学べます。
期間︓７/30（土）～９/19（月祝）
内容︓豊田市の森林・林業について
豊田市の川の水質・生活排水について
川で採った生き物の水槽展示

協力︓森林課、環境保全課、矢作川研究所、環境政策課

自由
にな 研究の
るか 参考
も！

写真は昨年度の展示の様子です

グリーンカーテン・ガーデニングフォトコンテスト２０２２
おうちで育てたグリーンカーテンや、庭で育てた植物などの写真を大募集します︕︕
応募期間︓８/１（月）～ 10/30（日）
応募資格︓豊田市内に在住・在勤・通学者で、おうちで
グリーンカーテンやガーデニングを実践していて、
とよた SDGs ポイントの会員コードを持っている個人。
作品規格︓応募作品は、1 人 1 点まで。
2022 年 4 月 1 日以降に、デジタルカメラやスマート
フォンなどのデジタル機器で応募者本人が撮影したも
の。別のコンテスト等に出していない未発表のものに
限ります。
賞・粗品
とよた SDGs ポイント
応募方法︓メール（photo@eco-toyota.com）
グランプリ賞 1 名
2000pt と粗品
※応募内容等の詳細は、ホームページをご確認ください。
準グランプリ賞 1 名 1000pt と粗品
協賛︓株式会社豊田ガーデン
優秀賞 3 名
500pt と粗品

９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

９月の講座：８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。

9月４日（日）10︓00～11︓30

9月22日（木）13︓30～15︓30

便利

エコバッグキーホルダー「天むす君」
工場で捨ててしまうレザーを使って
エコバッグ入れを作ります。
持ち物／布切りばさみ、手ふき
参加費／ 100円
＜小学生以上（小学生は保護者と参加）

先着10組＞

9月17日（土）9︓30～12︓00

堆肥講座

堆肥の様々な作り方について学びます。
会 場／トヨタの森
講 師／豊田利幸氏
（NPO法人リサイクルロンドぎふ）
＜どなたでも（子どもの同伴可） 先着20人＞

9月23日（金・祝）10︓00～12︓00

かんたんエコ手芸教室

不用になった布でボックス型のミニ袋を作ろう
少量を入れるのに役立つミニ袋を作ります。
持ち物／不用の布（表地と裏地 約45㎝を各
１枚）、手もち布（８㎝巾×30㎝
を２枚、表地と同じ布が最適）、
裁縫道具（布に合う糸、ものさし、
チャコ、布切はさみ）
＜大人のみ 先着12人＞

9月18日（日）10︓00～11︓00

ポイ捨てごみゼロ大作戦

～とよたの街をきれいにしよう～ 吉原編

みんなで一丸となってごみを拾って
きれいな街にしよう。
集合場所／吉原自治区区民会館前（少雨決行）
持ち物／水筒、タオル、動きやすい服装、
歩きやすい靴、雨がっぱ
＜どなたでも（子どもの同伴可） 先着30人＞

9月25日（日）10︓00～13︓00

ダンボールコンポスト

エコットクッキング

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。
持ち物／筆記用具
参加費／500円
＜どなたでも（子どもの同伴可）

野菜を使ったおいしいスイーツを作ろう

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。

9月18日（日）13︓30～15︓00
ダンボールコンポスト

感染症予防のため

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。

旬な野菜で栄養満点のスイーツを作ります。
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） 先着12人＞

●これって な にご み？分 別 クイズ！
次のごみを正しく分別しましょう。ごみの名前
と分別名を線でつなげてね。(答えは、3p)
①歯ブラシ
・
・A.燃やすごみ
②つぶれた空き缶 ・
・B.プラスチック製容器包装
③飲料缶のキャップ・
・C.金属ごみ
④お菓子の袋
・
・D.埋めるごみ
（プラ製・アルミ蒸着） ・E.飲料缶

みなさんの周りの気候変動による影響を教えてください♪
「夏の気候変動の影響調査」実施中︕

豊田市気候変動適応情報プラットフォーム

厳しい暑さでエアコンをつける頻度が増えた、日中屋外で遊べないなど、夏の気候の変化で
暮らしにどのような影響が出ているか、みなさんからの情報を募集しています。
募集期間︓9月30日（金）まで
「豊田市気候変動適応情報プラットフォーム」では、気候変動やその影響について分かりやすく
学ぶことができます。ぜひ一緒に気候変動の問題について考えましょう。

９月の
休館日

9/5（月）、9/12（月）、9/20（火）、9/26（月）
※

9/19（月・敬老の日）は開館します。

エコットホームページ

エコットFacebookページ

10月の講座・イベント情報
10月15日（土）9︓30～12︓00

やさしいおやつ講座 ～オートミールクッキー編～

かんたんエコ手芸教室

体にも環境にもやさしいことを心がけて
楽しくおやつ作りをします。
持ち物／エプロン、三角巾、弁当箱
参加費／300円／組
＜どなたでも 先着10組＞

クラフトテープで縦編みのかごを作ろう
お菓子やハンカチ等小物を入れるのに便利︕
持ち物／洗濯ばさみ(10個)、ボンド、
鉛筆、はさみ
参加費／300円
＜大人のみ 先着12人＞

10月２日
（日）10︓00～12︓00（雨天中止）

モルックで遊ぼう︕

10月23日（日）10︓00～12︓00

室内の照明や空調のエネルギーを使
わず、青空の下で遊べるモルックを
体験します。
持ち物／水筒、タオル
参加費／100円／人
＜先着９チーム（1チーム２～５人）＞

もった博士のかがく俱楽部

フルーツ食べて、種さがそう

バナナ、パイナップルには
タネがあるの︖
果物の中を見て考えよう。
持ち物／飲み物
参加費／300円
＜小学生以上（小学生は保護者同伴）

10月7日（金）10︓00～11︓30

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。

＜どなたでも（子どもの同伴可）

先着20人＞

できる － セ・ポシブル

「できる」をフランス語で「セ・
ポシブル」と言う。
若いフランス人カップルが、ボラ
ンティアをしながら日本を縦断し、
エコロジカルな暮らしの未来像を
見つける映画。
参加費／300円（小学生以下は無料）
＜どなたでも 各回 先着50人＞

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。

エコットレシピ

先着15人＞

10︓00～12︓00
10月30日（日）13︓30～15︓30
エコットシアター

10月７日（金）13︓30～15︓00
ダンボールコンポスト

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月１日（土）10︓00～12︓00

ダンボールコンポスト

マスクの着用 を

10月の講座：９月６日（火）10時から

申込み
受付開始

青空の下

感染症予防のため

レタスの葉とひじき煮の炊き込みピラフ

【食材】

A

B

【作り方】
①ベーコンとちくわを5㎜大に切る
ひじき煮（金平などで代替可）
50ℊ
②炊飯器に研いだ米とAとBを入れ、炊く
べーコン
50ℊ
練り製品50ℊくらい（今回はちくわ1本） ③セロリの葉は1㎝幅にきざむ
④炊きあがったピラフとセロリの葉を混ぜる
コーン
20ℊ
⑤できあがり
バター
15ℊ
米
塩
コンソメ
酒
水
セロリの葉

★分別クイズの答え

10月の
休館日

3合
小さじ1/3
大さじ1
15㏄
350cc
10枚
①➡A

②➡C

③➡C

食材

炊く前の炊飯器の中

★ここがエコ︕
①捨てられがちなレタス
の葉の利用
②残った煮物の利用
③炊飯器だけで調理
⇒洗い物が少ない

④➡B

10/3（月）、10/11（火）、10/17（月）、10/24（月）、10/31（月）
※

10/10（月・スポーツの日）は開館します。

エコットホームページ

エコットFacebookページ

eco-T日記

６ /７（火）
のトヨタ子ども園を皮切
りに今年度の積み木キャラバン隊が
始動しました︕
豊田市の森で育った木で作られた
積み木を使って、思い思いに楽しく
積み木遊びをしてくれました。
今年度は 70 園に行く予定です。

６/７（火）に浄水北小学校 2 年生を対
象に出前授業を行いました。
家庭から出るごみはどこへ運ばれて
いくのかを紹介した後、エコットが作っ
た環境カルタで遊びながら、節電や節
水、ごみの分別などについて楽しく学
んでくれました。

エコットではゴーヤのグリーン
カ ー テ ン ト ン ネ ル を 作 っ て い ま す。
６ /22（水）梅雨空の下、かわいい黄色
いお花が元気に咲いていました。よ
～く見るとゴーヤの赤ちゃんが︕今
年もたくさんゴーヤがとれるのが楽
しみです︕

豊田市からのお知らせ
みんなで調査！ 市民参加生き物探しの参加者大募集！
市民参加生き物調査とは︖︖
市民参加生き物調査ブックを使って、近くの公園などで昆虫や鳥類、植物等、身近にいる生き物を調べるも
のです。生き物調査ブックの末尾にある調査シートを提出された方には、とよたSDGｓポイント
（１人50ポイ
ントまで）
をプレゼント♪是非この機会に、家族や友人と生き物探しに取組んでみてください。
■調査期間 ７月１日
（金）
～９月30日
（金） ※調査日数１日からでも可能
■冊子配布場所 市役所、交流館、環境学習施設等で配布
詳しくはこちらから
■調査のステップ
①入手
②調査
③調査結果記入
④報告

調査ブックを入手 調査ブックの生き物を市内
（支所・交流館等） で探す

調査ブック末尾にある調査シート
に見つけた生き物をチェック

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
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 ※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。
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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

調査シートを郵便ポストに投函
※提出期限︓10月７日（金）

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）

エコットの周りは自然がいっぱいです。仕事帰りに田ん
ぼの周辺を歩くとカエルの合唱が♪その他、シラサギが8
羽田んぼの中でえさを食べていたり、ケリという鳥が“ケリ
ケリッ”って鳴いて飛んでいたりして一日中、にぎやかです。
梅雨が明けて本格的な夏がスタートして、セミが鳴き始め
ました。皆さんも生き物の「声」を聞いて楽しんでみてはい
かがでしょうか。
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

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。

