エコットフェスタ 2022

みんな
12 月 3 日（土）10:00 ～ 15:00
9:30 ～オープニング
くるくる！
服や本や雑貨の循環、食の循環、自然の循環など、様々な循環を体験できます。

くるりん村

牛乳パックやはぎれ等を使ったリ
サイクル工作ができるブースや、
体を動かして遊べるゲームなど、
楽しめるブースが盛りだくさん！

団体・小学校の PR 展示
エコットを利用している市民活動団
体の活動や、小学生が作った環境学
習の成果物などを展示します。

はたらく車

大集合！

くるりん市場

・くるりんラック
市民が不要なものを必要な市民
にゆずります。不要品の回収に
関することは、10/１（土）に
エコットの web で公開する予定です。
・大人服（冬服）リユースコーナー
「まだきれいだけど自分ではもう着ない服」にエピ
ソードを添えて、次に着てくれる誰かへ託す、モノ
とキモチを繋ぐリユースコーナーです。

渡刈クリーンセンターで働くパッカー車
やフォークリフトなど、間近で見ること
ができます。

・図書コーナーの書籍をゆずります
エコットにある書籍を好きなだけ持ち帰ることが
できます。

ステージ

・食べ物販売コーナー
おいしい地産地消の食べ物や、
お菓子を販売します。
（飲食スペースあります）

フォトコンテスト授賞式や、笑顔になる
エコレンジャーショーなどを行いますの
でぜひ来てね！

10・11 月
期間展示

期

あなたの食ロス ゼロゼロ大作戦！

あなたの暮らしにあった食ロス削減について、一緒に学びませんか︖

間︓10/1（土）～ 11/20（日） 場

17 期生
募集

所︓環境学習施設 eco-T 展示室

インタープリター育成講座

対

象︓どなたでも

～エコライフの案内人になろう～

eco-T のインタープリターは、環境について市民に楽しく伝えるボランティアです。一緒に活動しませんか︖
日 程︓1/19（木）、2/2（木）、2/16（木）の３回連続講座。時間はいずれも 10︓00 ～ 12︓00
場 所︓環境学習施設 eco-T
対 象︓豊田市在住・在勤の 18 歳以上、原則全日程に参加可能な方で、
受講後インタープリターとして活動できる方
定 員︓12 名（先着順）
申込み︓1/15（日）までに、氏名、電話番号、住所、受講動機をエコット窓口または郵送、
FAX でエコット事務局まで

11月の講座・イベント情報
申込み
受付開始

11月１日（火） 雨天決行

～秋の森へ遊びに行こう︕～ トヨタの森
親子で森を散策したり、
石窯で焼いたお芋を食べたりします。
会 場／トヨタの森
エコの森ハウス
参加費／ 100円／組
定 員／未就園児とその保護者
先着 15 組

～とよたの街をきれいにしよう～ 渡刈編

＊ダンボールコンポスト実践中の方に限ります。

間伐材の積み木を使って、みんな
でピラミッドやドームを作って
楽しみます。
講 師／豊田 利幸 氏
（全国ホルプ東海センター代表）
＜小学生以上（小学生は保護者と参加）

先着40人＞

11月13日（日）13︓30～15︓30

リユースリボンでミニミニポーチを作ろう

先着30人＞

11月6日（日）10︓00～13︓00

家庭にあるリボンを使って小物を入れるかわいいポーチを
作ります。
持ち物／リボン（1メートル）、古い
ハンカチ（裏布用）、裁縫道
具一式
参加費／100円
＜大人のみ 先着12人＞

11月19日（土）９︓30～12︓00

ふわふわシフォンケーキを作ろう

かんたんエコ手芸教室

2回連続講座

浴衣からブラウスとスカートを作ろう（ブラウス編）

先着12人＞

11月11日（金）10︓00～11︓30

基礎講座

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。
参加費／無料
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〉

リメイク講座

エコットクッキング

地元の食材を使って、器具をあまり
使わずかんたんに調理できます。
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）

ダンボールコンポスト講座

11月12日（土）10︓00～12︓00

10︓00～12︓00

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。
＜参加特典＞
カートカン飲料をプレゼント︕
集合場所／エコット
持ち物／水筒、タオル、動きやすい
服装と靴、雨がっぱ
＜小学生以上（小学生は保護者と参加）

11月11日（金）13︓30～15︓00

間伐材の積み木で遊ぼう︕

ポイ捨てごみゼロ大作戦

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
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〉

11月の
休館日

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。

＜未就園児とその保護者＞10︓00～12︓00

ダンボールコンポスト講座

マスクの着用 を

11月の講座：10月5日（水）10時から

エコ・キッズスペース

11月３日（木・祝）

感染症予防のため

浴衣の縫い糸をほどいた反物を使って
11月は、すてきなブラウスをリメイクします。
持ち物／浴衣の縫い糸をほどいた反物（1着分）
裁縫道具（ものさし、はさみ、ちゃこ、
針、布と同系色の糸） 、ゴムひも
（7㎜幅×60㎝）
＜大人のみ先着12人 12月17日の講座も参加できる方＞

11月20日（日）10︓00～12︓00 13︓30～15︓30
エコットシアター

シード ～生命の糧～
種は人類の命そのもの。しかし種子の
94％が20世紀に消滅。種子の多様性
を守るために私達のすべき選択とは︖
参加費／300円（小学生以下は無料）
＜どなたでも 各回先着50人＞

11/7（月）、11/14（月）、11/21（月）、11/28（月）
11/3（木・文化の日）、11/23（水・勤労感謝の日）は開館します。
エコットホームページ

エコットFacebookページ

12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

12月の講座：11月５日（土）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。

12月９日（金）９︓30～12︓00

古布で晴れ着の押絵を作ろう

使わなくなったちりめん布を使って
すてきな押絵を作ります。
持ち物／はさみ、ボンド、めうち、手拭き
参加費／300円
＜大人のみ 先着12人＞

12月11日（日）10︓00～12︓00
もった博士のかがく俱楽部

LEDライトのミニツリーをつくろう

はんだごてを使った電子工作で、地球に
やさしいLEDの仕組みや効率について
考えよう。
参加費／500円
＜小学生以上（小学生は保護者同伴） 先着15人＞

12月15日（木）10︓00～12︓00
迎春 フラワーアレンジメント講座

生け花を長持ちさせるコツを学ぼう

少しひと手間を加えて、かんたんにできる
正月飾りを作って、良い年を迎えましょう。
講 師／野村 陽子 氏
持ち物／花切ばさみ、ビニールシート
（レジャーシート）、持帰り用の
入れ物
参加費／1,300円
＜大人のみ 先着15人＞

12月17日（土）9︓30～12︓00
かんたんエコ手芸教室

感染症予防のため

2回連続講座

浴衣からブラウスとスカートを作ろう
（スカート編）

浴衣の縫い糸をほどいた反物を使って
12月は、すてきなスカートをリメイクします。
持ち物／11月に使った反物の余り、
裁縫道具（ものさし、はさみ、ちゃこ、
針、布と同系色の糸） 、ゴムひも
（30㎜幅×80㎝）
＜大人のみ先着12人 11月19日の講座も参加できる方＞

12月17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。
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。

12月17日（土）13︓30～15︓00
ダンボールコンポスト

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。

12月18日
（日）10︓00～12︓00 13︓30～15︓30

エコットシアター

映画「simplife」
身の丈の暮らしをテーマにした
ロードムービー。リデュースを意
識した、自分の生活改善のヒント
を与えてくれる映画です。
参加費／300円（小学生以下は無料）
＜どなたでも 各回先着50人＞

エコ・キッズスペース

＜未就園児とその保護者＞10︓00～11︓30
12月22日（木）

～はらぺこ音楽隊と
あそぼう︕～
廃材を使って音のでるおもちゃ
を作ったり、音楽に合わせて遊
んだりします。
〈未就園児とその保護者 先着 15 組〉

12月の
休館日

12/5（月）、12/12（月）、12/19（月）、12/26（月）
年末年始のお知らせ 12/28（水）～1/4（水）は休館します。
エコットホームページ

エコットFacebookページ

eco-T日記

7/23 ～ 8/21 に、夏休み企画とし
てプチ講座（マスクチャームやバラ
ンスとんぼ等）を６回実施して、合
計 113 人の方に参加してくださいま
した。その他、ごみ釣り分別ゲームや、
エコバッグ作り、学習スペースの提
供も実施しました。

8/2（火）に、エコットの施設用団体
で あ る「に ょ ろ に ょ ろ」の 皆 さ ん が、
ごみ釣り分別ゲームや、エコバッグ作
りのほか、リサイクル楽器による演奏
や紙芝居などを行い、わいわいにぎや
かな雰囲気で楽しいひと時を過ごして
くださいました。

8/28（日）に エ コ ッ ト フ ォ ー ラ ム
2022 を開催し、76 人の方にご参加い
ただきました。講師のたいら由以子氏か
ら、生ごみは資源であることや、たい肥
を土に戻すことは地球温暖化にも貢献す
ることなどのお話をいただきました。
「コ
ンポストを始めてみよう」と思うことが
できる素晴らしいお話でした。

豊田市からのお知らせ
ラムサール条約湿地登録 10 周年記念イベント
矢並湿地、上高湿地、恩真寺湿地がラムサール条約に登録され、
今年で 10 年を迎えました。この機会に豊田市の豊かな自然に
触れてみてください。
詳細はこちら↑

食べきりポイント
キャンペーン2022
期間

10/1（土）～ 12/31（土）

矢並湿地一般公開

おみせで食べきり

期間

加盟店めぐり

10/6（木）～ 10/9（日）

エコエコチャレンジ～食ロス
妖怪退治編～
30 日の食ロス削減に取り組んで
ポイント GET ︕

詳細はこちら→

自然を満喫するプログラムをは

湿地を観察できる貴重な機会

じめ、飲食や雑貨など、約 30

です︕

店舗が出店予定です︕

現地に駐車場がないため、鞍

自然観察の森で、ゆったりと秋

ケ池公園虹のかけ橋駐車場か

の森を楽しみながら、普段とは

ら運行するシャトルバスをご

違う自然観察の森を楽しんでみ

利用ください。

てください♪

編集後記

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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12/3（土）は、
エコットフェスタ
を開催するため、
特別に開館します。

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

10:00 ～ 15:30

豊田市が誇るラムサール条約

粗大ごみの再生施設

日

10/8（土）

普 段 は 入 る こ と の で き な い、

おうちで食べきり

2022年11月

期間

10:00 ～ 15:00

対象加盟店をめぐってポイント GET ︕

初開催︕豊田市自然観察の森
マルシェ

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）

12月3日（土）のエコットフェスタ2022は、
「循環」をテ
ーマに開催します。
新たな生活様式が長く続くなか、人との繋がりも変化し
ています。食・物・エネルギーだけでなく、皆さまの思いも
くるくる循環し、多くの方に伝わるようなイベントにできれ
ばと思います。
皆さまのご来館をお待ちしております。
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。

