
eco-T日記（ブログ）より

このニュースレターの印刷にかかる電力は、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。

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：info@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

編集後記編集後記
　先日、国際的な機関が地球温暖化についての最新の研究
結果を公表しました（IPCCの第５次評価報告書要約）。そ
れによると、地球が温暖化していることは疑う余地がなく、
人間活動が主な要因だろうとのこと。温暖化は未来の問題
ではなく「現在進行中の問題」なのです。
　12月は地球温暖化防止月間。みんながそれぞれの立ち
場で取り組むことが大切ですね。

９～11月のeco-T９～11月のeco-T

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

流氷の減少でアザラシに影響が！「自然を
好き」と思う気持ちが行動への第一歩です。

渡刈クリーンセンターを興味に応じて
自由に見学。クイズラリーも盛況！

絵と文字で表現した「好きなことば」。たく
さん集まると楽しいです。12/8まで開催中。

10/16（水）流氷の伝言～地球温暖化のシグナル～ 10/17（木）思い思いのペースで 11/9（土）みんなのもじあそび展

　eco-Tでは、小学校の環境学習に力を入れてい
ます。先生からの相談も増えてきました。

広がれ！環境学習

歴史が教える日本人の生き方 ～これからの持続可能な社会とは～
エコットフォーラム2013
歴史が教える日本人の生き方 ～これからの持続可能な社会とは～

白駒妃登美さん（博多の歴女・株式会社ことほぎ代表）講演会
しらこま ひ と み

まちエコ発見隊　～大林編～

「～ぱなし」？！ 地球が病気　～12月は地球温暖化防止月間～
　インタープリターといっしょに、楽しい
実験に挑戦！
　実験結果をもとに、ついついやってしま
う「出しっぱなし」や「つけっぱなし」と地球
温暖化の関係について考えよう。
日時：12月1日（日）～12月26日（木）
　　　9：00～17：00

　まちやお店をゆっくり見て歩いて、エコなものや面白いものを探します。
いつものまちも、視点を変えて歩けば新しい
発見がいっぱいです！
日時：12月21日（土）13：00～15：30
　　　（12：50に大林区民会館集合）
対象：２歳以上の親子（ベビーカーでの参加可）
定員：10組

内　　容：歴史上の人物のエピソードを元に、縁や絆を大事にした日本人の生き方を
　　　　　知り、持続可能な社会に向けた『心の持ち方やくらし方のヒント』を学びます。
日　　時：12月8日（日）13：30～15：30
申込方法：以下５点を、FAX、ホームページ、電話のいずれかでお知らせください。
　　　　　①氏名（ふりがな）　②年代　③電話番号　④住所　⑤同伴者氏名（ふりがな）

新しい物事の見方や考え方にふれて、日ごろの活動、仕事、くらしに活かしましょう

授業参観に合わせて実施。
給食を題材に、親子で地産
地食（消）について学びました。

青木小学校５年生（9/10）

「リデュース」が進まない現
状を学び、自分たちにでき
ることを考えました。

中山小学校４年生（9/24）

手洗いの水の量を調べたり、
照度計で教室の明るさを測っ
たり、実験して学びました。

花山小学校４年生（9/26）

くらしの中の「3R」を具体
的に考えて、「続けること
の大切さ」を学びました。

若園小学校４年生（10/25・31）

　秋はイベント出展が目白押し。今年も産業フェ
スタや19か所の交流館祭で、ごみの減量やエコラ
イフを伝えました。

「42万人のエコライフとよた」に向けて

準備万端、気合も十分です。

のぼりを新調！

「1週間に1日は買い物しな
い日！」という声も。

ごみ減らすぞ大作戦！

分ければ資源、混ぜれば
ごみ。

分別ゲームに挑戦

サイコロを振って、エコ名
人を目指そう。

エコすごろくで楽しく学ぼう♪ 参加
無料

白駒妃登美さん

みんなで歩くと
楽しいね♪

いろんな実験
　ができるよ！

えん きずな



あずきのあったかアイピロー

エコットレシピエコットレシピエコットレシピエコットレシピ

【材料（１つ分）】
あずき…………150g
手ぬぐい………１枚
リボン…………２本
【作り方】
①手ぬぐいを広げて、真ん中あたりにあずきを置く。
②手ぬぐいをたたんであずきを包み、両端をリボン
　でしばる。
③600Wの電子レンジで30秒～１分あたためて、
　できあがり♪
※あたため時間は、レンジの出力などにより調整してください。

私たちはこんなふうにものを大切にしているでしょうか？

何度も使えます！

これからの持続可能な社会とは？
～江戸時代のくらし、現在のくらし、未来のくらし～
これからの持続可能な社会とは？

～江戸時代のくらし、現在のくらし、未来のくらし～

はんだごて工作で、LEDを使ったクリスマスツ
リーをつくります。
参加費／500円
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

もった博士の「かがく倶楽部」　～クリスマスツリーをつくろう～
12月1日（日）　10：00～12：00

身近な石の分類をしながら、地球の歴史を学
びます。
参加費／300円
〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員15名〉

もった博士の「かがく倶楽部」　～石ころから見える歴史～
1月12日（日）　10：00～12：00

1月18日（土）　10：00～12：00

表紙をご覧ください。
〈大人一般　定員150名〉

エコットフォーラム2013　～歴史が教える日本人の生き方～

はぎれや古布を使って、小さなおひなさまをつくります。
持ち物／はぎれや古布2種類（7×12センチ）、裁縫道具、
　　　　定規、（あれば）チャコ、
　　　　手芸用綿
〈中学生以上　定員15名〉

かんたんエコ手芸教室　～おひなさまをつくろう～

12･1月の講座・イベント情報12･1月の講座・イベント情報

12・１月の
休 館 日

12/2（月）、12/9（月）、12/16（月）、12/24（火）、12/28（土）～1/4（土）、
1/6（月）、1/14（火）、1/20（月）、1/27（月）

※12/23（月・祝）＆1/13（月・祝）は開館

＜５歳以上（小学生以下は保護者同伴）各回５名＞

12月の講座：11月19日（火）10時から　　1月の講座：12月19日（木）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

祝日の見学は
おすすめ♪

エコットひろばエコットひろば

みつろうキャンドル
＜参加費　200円＞
12月21日（土）
　第１回目 10：00～10：45
　第２回目 11：00～11：45

わりばし鉄砲と
　　　　　牛乳パックぽっくり
1月13日（月・祝）
　第１回目 10：00～10：45
　第２回目 11：00～11：45

　現在のくらしを江戸時代の人が見たら、まるで『SFの世界』でしょう。夜でも明るく、夏でも
冬でも快適な室内にいて、好きな時に好きな物を食べられる、便利で、楽で、快適なくらし！し
かしその一方で、私たちは今、ごみ問題や地球温暖化、森林の減少、生き物の絶滅など、さまざ
まな環境問題に直面しています。

年末年始休館日のお知らせ
12/28（土）～1/4（土）は、
休館します。

紙袋と使用済み封筒を使って、便利な壁
掛けポケットをつくります。
持ち物／はさみ・カッター、のり・木工
　　　　用ボンド、（あれば）カッティン
　　　　グボード

〈小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員20名〉

エコクラフト講座
～ウォールポケットをつくろう～

1月25日（土）　10：00～12：00

冬野菜たっぷりの豚汁をつくり、寒い冬を乗り切る技を学
びます。
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん、
　　　　マイはし、ビニール袋
参加費／300円
〈小学生以上の親子　定員10組〉

エコットクッキング　～豚汁をつくってあったまろう～
1月26日（日）　10：00～13：00

じんわりあったかくて

気持ちいいよ

出張！eco-T出張！eco-T

あいち・なごやESDフェスタ
eco-Tからは『ふろしき活用教室』や『神経衰弱で3Rを
楽しく学ぼう』を出展します。
他にも、楽しい催しが盛りだくさん♪

申込み不要です。
直接お越しください

11/30（土）、12/1（日）　10：00～16：00

場所：豊田産業文化センター（豊田市小坂本町1-25）

12/11（水）　10：00～12：00
＜未就園児の親子　10組＞ ＜参加費　150円＞

エコ・キッズスペース

展示解説ボランティア育成講座（全６回）
エコライフの案内役となるボランティア（インタープリター）
を募集します！
日程：12/10（火）、12/19（木）、1/15（水）、
　　　1/21（火）、1/30（木）、2/5（水）
※締め切り：12/1（日）
　詳細はeco-Tまでお問い合わせください。

12月8日（日）　13：30～15：30

表紙をご覧ください。
〈２歳以上の親子（ベビーカーでの参加可）　定員10組〉

まちエコ発見隊　～大林編～
12月21日（土）　13：00～15：30

江戸時代までは『人力の時代』でした。物を作るのも移動するのも人力が中心。
物をたくさん作ることは難しく、少しのものを修理しながら大切に使っていました。

＜江戸時代の「修理屋さん」＞
　い　か　け　屋：穴の開いたなべ・かま・やかんなどの鉄器・銅器を修理

　や き つ ぎ 屋：欠けたり、ひびの入ったちゃわんなどの陶器を修理

　げたの歯入れ屋：すり減ったげたの歯を、新しい歯に入れ替え

　しょうじ張り替え屋：破れたしょうじ紙を張り替え

　古　傘　買　い：古くなった傘の油紙や竹の部分を修理して販売

　ものごとには、良い面と悪い面の両方があります。便利で快適なくらしが
引き起こしている影響にも目を向けながら、これからのくらしや社会をどう
していくのかを、一緒に考えていきましょう。江戸時代のくらしには、その
ヒントがあるかもしれません。

冬の森であそぼう　　場所／トヨタの森

ESDとは、持続可能な社会の
　　　　担い手づくりの取組です

お好みでラベンダーなどのエッセ
ンシャルオイルをティッシュに染
み込ませてはさんでもOK♪

※申込みが必要です

※申込みが必要です
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エコット 豊田 検索

編集後記編集後記
　先日、国際的な機関が地球温暖化についての最新の研究
結果を公表しました（IPCCの第５次評価報告書要約）。そ
れによると、地球が温暖化していることは疑う余地がなく、
人間活動が主な要因だろうとのこと。温暖化は未来の問題
ではなく「現在進行中の問題」なのです。
　12月は地球温暖化防止月間。みんながそれぞれの立ち
場で取り組むことが大切ですね。

９～11月のeco-T９～11月のeco-T

毎日更新中　http://eco-toyota.com/blog

流氷の減少でアザラシに影響が！「自然を
好き」と思う気持ちが行動への第一歩です。

渡刈クリーンセンターを興味に応じて
自由に見学。クイズラリーも盛況！

絵と文字で表現した「好きなことば」。たく
さん集まると楽しいです。12/8まで開催中。

10/16（水）流氷の伝言～地球温暖化のシグナル～ 10/17（木）思い思いのペースで 11/9（土）みんなのもじあそび展

　eco-Tでは、小学校の環境学習に力を入れてい
ます。先生からの相談も増えてきました。

広がれ！環境学習

歴史が教える日本人の生き方 ～これからの持続可能な社会とは～
エコットフォーラム2013
歴史が教える日本人の生き方 ～これからの持続可能な社会とは～

白駒妃登美さん（博多の歴女・株式会社ことほぎ代表）講演会
しらこま ひ と み

まちエコ発見隊　～大林編～

「～ぱなし」？！ 地球が病気　～12月は地球温暖化防止月間～
　インタープリターといっしょに、楽しい
実験に挑戦！
　実験結果をもとに、ついついやってしま
う「出しっぱなし」や「つけっぱなし」と地球
温暖化の関係について考えよう。
日時：12月1日（日）～12月26日（木）
　　　9：00～17：00

　まちやお店をゆっくり見て歩いて、エコなものや面白いものを探します。
いつものまちも、視点を変えて歩けば新しい
発見がいっぱいです！
日時：12月21日（土）13：00～15：30
　　　（12：50に大林区民会館集合）
対象：２歳以上の親子（ベビーカーでの参加可）
定員：10組

内　　容：歴史上の人物のエピソードを元に、縁や絆を大事にした日本人の生き方を
　　　　　知り、持続可能な社会に向けた『心の持ち方やくらし方のヒント』を学びます。
日　　時：12月8日（日）13：30～15：30
申込方法：以下５点を、FAX、ホームページ、電話のいずれかでお知らせください。
　　　　　①氏名（ふりがな）　②年代　③電話番号　④住所　⑤同伴者氏名（ふりがな）

新しい物事の見方や考え方にふれて、日ごろの活動、仕事、くらしに活かしましょう

授業参観に合わせて実施。
給食を題材に、親子で地産
地食（消）について学びました。

青木小学校５年生（9/10）

「リデュース」が進まない現
状を学び、自分たちにでき
ることを考えました。

中山小学校４年生（9/24）

手洗いの水の量を調べたり、
照度計で教室の明るさを測っ
たり、実験して学びました。

花山小学校４年生（9/26）

くらしの中の「3R」を具体
的に考えて、「続けること
の大切さ」を学びました。

若園小学校４年生（10/25・31）

　秋はイベント出展が目白押し。今年も産業フェ
スタや19か所の交流館祭で、ごみの減量やエコラ
イフを伝えました。

「42万人のエコライフとよた」に向けて

準備万端、気合も十分です。

のぼりを新調！

「1週間に1日は買い物しな
い日！」という声も。

ごみ減らすぞ大作戦！

分ければ資源、混ぜれば
ごみ。

分別ゲームに挑戦

サイコロを振って、エコ名
人を目指そう。

エコすごろくで楽しく学ぼう♪ 参加
無料

白駒妃登美さん

みんなで歩くと
楽しいね♪

いろんな実験
　ができるよ！

えん きずな


