小泉さん、インタープリター送別会の様子（P4 に続く）

Ｐ＆Ｐ特選句

１月
２月
３月

廃屋の庇に二羽の寒雀（光彦）
節分草木漏れ日集め咲き居たり（美代子）
山頂にくるり輪を描き鳥帰る（智）

※Ｐ＆Ｐは俳句や川柳づくりを楽しむ eco-T のワーキンググループです。

特 集

平成 29 年度 eco-T 事業計画説明会
エコなかま
パソコンクラブ / 愛・シンパシーワークショップ
フォトレポート
小泉さん、インタープリター送別会
活動レポート
事業成果説明会 / 11 期インタープリター育成講座
５月～７月 eco-T 目玉イベント情報
エコ人からのお知らせ
この季刊誌は持続可能で豊かな地域社会（エコライフとよた）の実現を目指す
NPO 法人とよたエコ人プロジェクトが発行しています。
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特

集

平成 29 年度 eco-T 事業計画説明会
平成 29 年度 eco-T 事業計画説明会

４月 7 日（金）
、8 日（土）
、eco-T の運営を

開催

掲げる平成 29 年度目標 630(ｇ/人・日)に及ば

担う三者【インタープリター（市民）
、事務局（NPO

ない状況から、ごみの減量を重点に取り組みます。

法人）
、豊田市環境部環境政策課（行政）
】による

このため、ダンボールコンポスト講座を６月と

事業計画説明会が開催されました。

10 月に実施します。
また、例年エコットフェスタで実施していた

平成 29 年度は eco-T10 周年の節目の年でも

「リユースひろば」を分離し、10 月に大型イベ

あり、今までの幅広い活動の結果、来館者目標等

ント「リユースフェスタ」を開催します。

の「量」はほぼ達成されました。
今後は、さらに質の向上を図るため「選択と集
中」「環境学習の質の向上」をテーマに、次の項
目を重点事業に取り上げました。

（ダンボールコンポスト講座の様子） （リユースひろばの様子）

３．出前授業の充実
くらしの環境学習推進校（4 年生）の他、低学
年・高学年を対象とした授業の内容を充実します。
・低学年――ごみのポイ捨て防止と分別
・高学年――地球温暖化
をテーマとし、プログラムの見直しやインタープ
リターのスキルアップを図ります。
また、「環境学習の質の向上」を評価する指標
１．環境学習補助教材等の貸出

として、学習後の児童の意識・行動の変化をアン

インタープリタ―が伝えるだけではなく、「市

ケート等で評価することとします。

民に伝える」人を増やしエコ活動のすそ野を広げ

・小学生のごみ、地球温暖化への理解度 80％

るため、地域や学校にノウ

・学習内容を家族に話した小学生の割合 80％

ハウと共に環境教材を貸し

（目標年度：平成 32 年度）

出します。

これは、第８次豊田市総合計画(H29.3 策定)の成

かえっこバザールの地域

果指標となっています。

開催の支援や、積み木の貸
出しと人材派遣等を今年度

具体的な評価方法に
（かえっこバザールの様子）

25 回を目標に取り組みます。

（工場見学の様子）

ついては、これからの
検討課題です。
説明会では、eco-T 事

２．ごみ減量講座とリユースフェスタの開催

務局の新体制が発表され、長内新事務局長等 10

豊田市の家庭生活に起因する市民１人１日当

名の事務局スタッフ、そして、今年度デビューの

たりのごみ排出量は、平成 27 年度 672(ｇ/人・

11 期生の紹介があり、新年度に向けた決意が表

日)で前年度比 0.52％増。豊田市環境基本計画で

明されました。 （理事 横井）
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エコなかま
＜━━━━━━━━━━━━━●エコなかま①

＜━━━━━━━━━━━━━●エコなかま②

愛・シンパシ―ワークショップ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━＞

パソコンクラブ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━＞
パソコン教室は、パソコンの基礎を学び終えた

愛・シンパシーワークショップとは、NPO 法

人が、次にパソコンで資料を作ろうとした時やパ

人アスクネットがアイシン精機をはじめ、アイシ

ソコンの操作技術をもっと磨きたいと思った時、

ングループの支援を受けて作成した「アイシン環

またいろいろ困ったことのある人がお互いに相

境学習プログラム」の１つです。名前の由来は相

談したい時、アドバイスを受けるには最高の教室
です。ワードで文書、エクセルを使って計算、パ

手の気持ちになって考える事＝シンパシーです。
人間以外のさまざまな生き物になって食べ物

ワーポイントで資料が出来たら…。そんな願いを

を探しに出かけます。生き物が生きていく環境は

実現できるようになり、eco-T の活動にも生かせ

人間によってどのように変化していったのかを
カードゲームで体験していきます。

ます。大切な写真データの取り込みや保存、編集
まで果敢に取り組みます。パソコンを使った年賀
状や往復はがきの作り方なども学びますよ。

（カードゲームをしている様子）
（持参したパソコンで資料作成）
ゲームの後はレクチャーです。絵や映像を使っ
て地球の生命はすべてつながっていることをわ

毎月第３木曜日の 13 時 30 分から 15 時 30

かりやすく説明します。レクチャーの土台に自分

分の活動でお気に入りのノートパソコンを持参

の思いを加えて自分なりのレクチャーも可能で

して集合しています。生徒役は、わがままいっぱ

す。その後、子供達で話し合ってもらいます。

いで、その日に聞きたい事が１人ひとり違ってい

最後に発表を行います。他の生き物も生きてい

ます。先生役の澤田さんはかなり面倒な質問にも

ける環境作りに自分達ができることを子供の目

その場でやさしく適切に教えてくださいます。

線で発表してくれます。最初のゲームで子供達の

インタープリターの方で、パソコンがお家で眠

心をガシッと摑みますので、そのままレクチャ

っている人は結構多いのではないでしょうか？是

ー・話し合いと真剣についてきてくれます。

非 e-cafe のついでに覗いてみてください。

このレクチャーには山バージョンと川バージョ

（インタープリター 本多）

ンの２種類があります。
動物や魚、その他生き物好きのインタープリタ
―さん、「愛・シンパシー」出前講座をぜひ体験
してみてください！
（インタープリター 芦辺）
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フォトレポート

小泉さん、インタープリター送別会

３月 27 日（月）eco-T の多目的室で、スタッフの小泉由
美さんとインタープリターの送別会を行いました。 事務局
ＯＢのみなさんを含めて、６５名が参加してくれました！
今回は小泉さんと、卒業されるインタープリターの紹介、
そして楽しい送別会の様子をお届けします♪
（会場の様子）

こいずみ ゆ み

小泉由美さん
小泉由美さんは、平成 20 年に
eco-T の事務職員（パート）とし
て採用されその後スタッフとして
活躍をされました。小学校の見学
対応、学校への出前、展示室の更
新など、eco-T の様々なことに取
り組まれました。また、多忙な業
務と併せて、NPO 法人とよたエコ
人プロジェクトの経理事務を担っ
て頂きました。
長年、eco-T のスタッフのリー
ダー的存在で、仲間から信頼され、頼りにされてきた方です。由美さんの eco-T での活躍は、
何ページ書いても足りないくらいです。

やまぐちしげはる

あしべ ゆ き こ

山口重春さん＆芦辺由岐子さん
山口さんも芦辺さんもインタープリター第１期生と
して eco-T に長い間関わってくれました。工場見学の
案内はもちろん、様々な面でご活躍をされました。山
口さんは、もった博士のかがく倶楽部で子どもたちと
楽しそうに実験をする姿が印象的です。芦辺さんは小
学校での愛・シンパシーワークショップ（P3 参照）に
積極的に取り組まれました。２人が卒業されるのはさ
（山口さん）

（芦辺さん）

みしいです。
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各テーブルでは、時間が過ぎるのも忘れて、みなさん楽
しく懇談されていました。途中実施されためぐり座の劇
「大きなかぶ」では、飛び入りで踊る人もあり終始笑いと
笑顔が絶えない時間を過ごすことができました。本当に時
間があっと言う間に過ぎていきましたね。実行委員会のイ
ンタープリタ―さんが一生懸命企画をしてくれて、思い出
に残る送別会になりました。

理事から小泉さんへのメッセージ
由美さんに関して１番すごいと思ったことは、小学校の出前プログラムを学校の要望を取り入れ
ながら、作り上げることです。しかも、そのプログラムをインプリに丁寧に説明して理解、納得し
てもらうことです。私たちには見えないところで、たくさん時間をかけ、たくさん努力されたと思
います。由美さんが９年間で残してくださったたくさんの財産をみんなが１つ１つ継承していくこ
とが由美さんへの恩返しだと思っています。
今後は、当法人の事務員として働いて頂きますが、時には eco-T の後輩にアドバイスをしていた
だきたいと思います。これからも由美さんのトレードマーク『優しい笑顔』をいつまでも忘れず楽
しい人生を歩んでください。（理事 本田）

インタープリタ―から小泉さんへのメッセージ
由美さん！長い間お疲れ

由美さんにはたくさん

様でした。有難うございま

楽しいインプリ活動の中に

のことを教えていただ

した。人のことを悪く言わ

いつも由美さんの笑顔があ

き、ありがとうござい

ないお人柄はとても大好

りました。感謝しています。

ました。加藤由見江

きでした。これからもご活

これからもお元気で！
長嶋一枝

躍をご祈念申し上げます。
板倉三枝子

他にもたくさんのメッセージをい
ただきました。これからもよろしく
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お願いします！

活動レポート
●レポート１━━━━━━━━━━━━━━＞

●レポート２━━━━━━━━━━━━━━＞

事業成果説明会
＜━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

11 期インタープリター育成講座
＜━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

１月 30 日（月）に平成 28 年度の事業成果
昨年 11 月からスタートした第 11 期インタープ
説明会を行いました。インタープリター（市民）
、
リター育成講座が無事終了しました。
事務局（NPO 法人）
、豊田市環境部環境政策課
１/31（火）の「発表会＆修了式」では、来館者
（行政）の３者で１年間の eco-T の成果を共
有しました。
役となった先輩インタープリターたちに対して、工
場見学・展示室見学・環境紙しばい「おかえり」の
案内を発表しました。

（会場の様子）
（育成講座の様子）

２ページでも紹介している平成 29 年度の重
点事業についても共有しました。３者で足並み
を揃えて活動を進めていければと思います。
後半にはグループワークを行いました。イベ
ントや eco-T 通信など、分野別のグループに
分かれ、改善点を相談し合いました。積極的に
意見交換を行い、素晴らしい意見がたくさん出
ました。みなさんの意見を取り入れていきたい
と思います。平成 29 年度も頑張って来館者を
お迎えしていきます。
（eco-T 事務局 住田）

はきがきと分かりやすい言葉選び、やりとりや声
かけなど、工夫しながらの発表となりました。発表
会の後には、「ドキドキしたけれど今まで勉強した
事を発表できたかな」
「楽しく終えることができた」
「来館者の方を見て説明することが大事」「目線、
声の大きさ、話し方など気を付けていきたい」など、
たくさんの声があり、みなさんの一生懸命な姿が印
象的でした。
最後に豊田市環境部環境政策課から修了証をお
渡しして、記念撮影。今回は 6 人のインタープリタ
ーが新たに誕生しました。新たに加わった方々には
いろいろな活動にチャレンジしていってほしいで
すね。（eco-T 事務局 笠井）

（グループワークの様子）
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（修了式の集合写真）

５～７月 eco-T 目玉イベント情報
５月

積み木で円筒ドームをつくろう

積み木を使った巨大な円筒ドームをつくるワークショップを体験します。
日 時：５月 10 日（水）13：30～16：30
場 所：eco-T
対 象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
参加費：無料
申込み：４月 19 日（水）10 時から
eco-T 事務局（26-8058）まで！

６月 エコットフェスタ 2017
工作体験ブースや、食べ物屋台など楽しいイベントがもりだくさん！
みんなで eco-T の誕生 10 周年をお祝いしよう！
日時：６月４日（日）９：30～15：00
場所：eco-T
内容：渡刈クリーンセンター自由見学、エコ屋台村、
豊田のおにぎりづくり、環境部のブースなどなど。
詳しくは eco-T ホームページでの情報公開をお楽しみに！

７月

エコットゼミ

７月のエコットゼミでは環境の基礎やごみ減量の体験談をお話します。
日 時：７月１日（土）10：00～12：00
場 所：eco-T
対 象：どなたでも（小学生以下は保護者同時半）
申込み：６月 20 日（火）10 時からの予定
詳しくは eco-T 事務局（26-8058）まで！
内 容：①誰でもわかる環境問題 講師）eco-T 事務局長 長内隆久氏
②ごみ減量チャレンジ！ 講師）eco-T インタープリター 村上和代氏
※タイトルや内容は変更する場合があります。
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エコ人からのお知らせ
スタッフに聞いた！
私のエコ行動！

新規会員募集中！
『楽しい＆エコ』なくらし、いっしょにはじめましょ♪

ふくまようこ

■福間陽子さん
福間さんは主にエコットフェスタ、イベントへ
の出展、こどもエコクラブなど幅広い業務の担当
をされてきました。
今回はそんな福間さんが行っているエコ行動
について聞いてみました。

とよたエコ人プロジェクトの
会員になりませんか？
〔会費〕
正会員

10,000 円（議決権あり）

賛助会員

一般

1000 円／口

学生

,500 円／口

非営利団体 3000 円／口

子どものころから読書好き、図書館のヘビーユ

営利団体 ,10000 円／口

ーザーです。

＊エコ人の年度は 6 月～5 月です。

金銭的にも、部屋のスペース的にも、読みたい本

〔会員特典〕

をすべて購入するのは不可能なので、図書館の存

・季刊誌「えこびと」を年４回お届けします。

在はとてもありがたいです。まさに「知識のシェ

・会員メーリングリストに登録できます。講

ア」だな～と。

座やイベント、世の中のエコ情報が届きま

インターネットで予約もできるので、読みたい
本を取り寄せることも簡単ですよ。

す（不定期）
。
・講座やイベントに会員特典（参加費の割引
など）を受けられることがあります。
・e-café のコーヒーチケット３枚プレゼン
ト！フェアトレードのコーヒーを飲みな
がらお話しましょう。
毎週木曜日に eco-T で開催しています。
＊入会をご希望の方は下記連絡先まで！

編集後記
新年度を迎え、とよたエコ人プロジェクト
も新たなスタートをきりました！今年度は
昨年度以上にいろいろな事業ができればと
思っております。私たちの活躍をぜひ楽しみ
にしていてください。
（eco-T 事務局 住田雄佑）

発行・編集
〒471-0025

びと

NPO 法人 とよたエコ人プロジェクト

愛知県豊田市西町 1-88 カニックビル５階

メール：info@t-ecobito.jp
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当法人ホームページ：http://t-ecobito.jp/
eco-T ホームページ：http://www.eco-toyota.com/

当法人

eco-T

ホームページ

ホームページ

