エコットフェスタ 2017 オープニングの様子（P4 に続く）
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鳥雲に息子は遠く移り住む（實郎）
手を上げて躍る埴輪の眼の涼し（虹村）
引き上ぐる竿に反身の初鰹（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

とよたエコ人プロジェクト総会報告
フォトレポート
エコットフェスタ 2017
８月～10 月 eco-T 目玉イベント情報
みんな見てる？とよたのエコなくらし hibico
人物紹介リレー 伊東芳明さん
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

とよたエコ人プロジェクト総会報告

７月 15 日（土）NPO 法人とよたエコ人プロジェクト第９回通常総会がとよた
市民活動センターホールで開催されました。
参加者 18 名（正会員９名 賛助会員６名 一般・インプリ３名）
総会に先立ち、劇団・笑劇派によるワークショップを開催しました。
日頃のインプリ活動において“こんな時、どうすれば？”
といった疑問や悩みをテーマにインプリを交えてのエココントが展開されました。
インプリの巧みな来客対応に、会場は爆笑の渦。
笑劇派から「スカウトしたい」の声もあがるほどでした。
ワークショップに引き続き、NPO 法人の総会を開催。
冒頭、横井代表理事から「法人運営を“明るく楽しく
面白く”“この星の未来にとどけエコごころ”をめざし努力したい」との表明がありました。そして、
2016 年度事業報告・収支決算および役員選任を可決。また、2017 年度事業計画、収支予算の報告
を行いました。
会員からは活発に次のような質問・意見が出されました。
Q：賞与は年１回の支給か。
A：年１回。今年度は収支赤字の為減額し、0.8 か月
‘としました。
Q：次期繰越金はいくらが妥当か。
A：法人解散となった場合、職員の給与３か月分を
担保できる金額及び非営利の独自活動のための
資金が目安。
意見：エコットの「市・NPO・市民の共働」によるエコ活動は大変珍しい。今後も積極的な活動を。
意見：小学校への出前授業で、担任教諭とインプリ（ゲストティーチャー）の共働授業が効果的。

新役員紹介
今年度は２年に１回の理事の改選年にあたり、総会で次の通り新理事が承認され、その後の理事会で
新役員が決まりました。2017・2018 年度２年間その役職を果たします。皆様のご理解ご協力をお願
いいたします。
代表理事

留任

横井 純夫

監

事

新任

田上 治

副代表理事

留任

守随 純子

監

事

新任

赤坂 洋子

専務理事

留任

本田 昭二

理

事

留任

種子田實郎

理

事

新任

木本 貢二

理

事

新任

福嶋 都
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新役員紹介
理事 木本 貢二 さん
この度、新しく理事に就任したインタープリター７期生の木本です。いちインター
プリターの立場から理事となり、少し緊張しています。今までのように子どもたちに
環境保全の大切さを伝えていくことを第一に考え、行動していきたいと思っていま
す。さらに NPO 法人とよたエコ人プロジェクトが今後益々活性化し、「環境に配慮
‘できる人づくり」
「持続可能な地域社会の実現」に力を尽くしたいと思います。
理事 福嶋 都 さん
インタープリター１期生の福嶋です。インタープリターになって 10 年。今まで
仕事をしていることもありマイペースで活動をしてきました。NPO 法人とよたエコ
人プロジェクトの会員にも今年なったばかりで、理事の話がきた時はビックリしま
した。前向きに２年間がんばります。
監事 田上 治 さん
私この度理事を任期満了で退任し、監事に就任いたしました。理事在任中はご懇
情を賜り厚く御礼申し上げます。今後監事就任につきましてもご指導ご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。
本来なら皆様に直接お会いしてご挨拶申し上げるべきところですが、季刊誌の紙
‘面をお借りして理事退任及び監事就任のご挨拶とさせていただきます。
監事 赤坂 洋子 さん
2013 年から４年間理事としてお世話になりました。今年度は環境 Web サイト
「hibico（ひびこ）＝日々子育て」を担当し、記者さんと一緒に日々苦悩しておりま
す。今後は、監事として至らない点も多々あるかと思いますが、精一杯務めさせて頂
きますので、皆様のご指導とご協力をお願い致します。

エコ人プロジェクト事業のふりかえりと今年度方針
2016 年度 eco-T 年間来館者 30,580 名 月平均 2,550 名となりました。インタープリター11 期
生 6 名が誕生。現在７０名が活躍中。また環境学習コーディネーターも新たに誕生。現在 6 名が活動。
2016 年度重点項目ふりかえり

2017 年度方針

① 木育に関する事業

① eco-T 学習事業

幸せの『木』色い積み木キャラバンはボランテ

「出前授業」「ごみ減量講座の開催」「リユース

ィア養成 10 名誕生。28 園 973 名の園児が体

フェスタの開催」「環境学習教材等の貸し出し」

験。
木育キャラバンでは２日間で 1361 名参加。

の４つを重点的に取り組みます。

② 暮らしの環境学習推進校の深化
A プラン 10 校

② リユース工房管理運営事業

659 名 B プラン７校 468

通常の業務と「出張リユース工房」の開設によ

名の小学生が学びました。

り市民へリユース家具の促進を図ります。

③ 小学 5・6 年生向け地球温暖化総合的学び提供

③ 市民共働・新規開拓事業・法人運営等

連続出前授業実施。学校側のニーズを把握し、

市民共働事業提案の実施。環境学習に関する実

対応の幅を広げることができました。

績を市内外にアピール。当法人の基盤強化と新
規会員の拡充。
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フォトレポート

エコットフェスタ 2017
６月４日（日）「開館１０周年 エコットフェスタ 2017」が開
催されました。晴天にも恵まれ、816 人の方が来訪。
10 周年をお祝いするとともに、エコ屋台村やエコットマルシェな
どを楽しんでいただきました。
オープニングセレモニーでは、eco-T10 年の生い立ちビデオが
放映され、太田稔彦 豊田市長、三江弘海 豊田市議会議長からご挨
拶と環境への想いのメッセージを頂きました。
これからも、１０周年記念事業として、来年２月までの通年企画
として「想いのを花をさかせよう」に託すメッセージの募集や、「新
紙芝居の制作」「渡刈クリーンセンター ナイトツアー」「１０周年
誌の発行」「リユースフェスタ」等を計画しています。皆さん楽し
みにしてくださいね！！（横井）

eco-T10 歳！
「フラワーケーキ」

太田市長のメッセージﾞ
「We Love とよたで地産地消！」

豊田産米で「おにぎり作り」
太田市長も笑顔でハイポーズ！

love

１０周年特別企画
「えんとつにのぼろう」

大人気！環境戦隊エコレンジャー

インプリも初めて登頂。
絶景かな、絶景かな！！
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ポイ STOP くんも登場！

スポーツ鬼ごっこ、頑張るぞ～！

ごみつりで分別を学びました！

和紙のランプシェードづくり

エコットマルシェも大盛況
最新エコカーに乗ってみよう！

地産地食、モノづくりを楽しみました

オリジナルうちわづくり
コロコロ積み木で遊んだよ！

とよたエコ人プロジェクトの
活動紹介

「開館 10 周年 エコットフェスタ 2017」無事お開きに
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８～10 月 eco-T 目玉イベント情報

10 月 リユースフェスタ
リユース促進に特化したイベントを今年初開催！
日 時：10 月１日（日）10：00～12：00、13：00～15：00
場 所：eco-T
対 象：どなたでも
内 容：・リユースひろば（陶器、子ども服の持ち帰り）
・リユース品の即売
・フードバンクの展示
・大人用衣類の回収・・・など！
※内容は変更する場合があります。
詳しくは eco-T ホームページでの情報公開をお楽しみに！

みんな見てる？とよたのエコなくらし

hibico

hibico（ひびこ）とは、日々子育て。
とよた市民の子育てにまつわる環境にやさしい暮らしの
工夫（エコ行動）を発信するホームページです。

エコ人としては、記者の育成、HP の運営管理をし、毎月１５日に記事の更新をし
ています。
今回、マイタウンおいでんの情報誌と hibico とのコラボ企画で、
「おいでんまつり愛」をこの情報誌と hibico で紹介しています。
OIDEN

OIDEN

OIDEN

OIDEN

OIDEN

OIDEN

OIDEN

OIDEN

OIDEN

OIDEN

OIDEN

OIDEN OIDEN OIDEN

OIDEN

OIDEN

OIDEN

みなさん、踊っていますか？見に行っていますか？「昔は行ったけど・・・」なん
て声が聞こえそうですが、今！おいでんまつりが熱い！！
夏になるとワクワクではなく、春になるとソワソワするくらい燃えています。この
熱をみなさんに伝えたいという想いが記事になっています。今年は見に行って、来
年は、みんなで踊ろまい♪
今後も hibico は、３名の記者がいろいろな切り口で素敵な人、活動を紹介していきます。
HP を見てね！（赤坂）
hibico ホームページ
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い と う よしあき

人物紹介リレー

伊東芳明 さん
今回より新企画の人物紹介が始まります。第１回は小泉由美さん
から紹介のインタープリター10 期生の伊東芳明さん。豊川市出身。
水源町在住。現在 69 歳。
eco-T でインタープリターとして週１回くらいの感覚で活躍中。
優先順位は①家庭生活 ②パソコン教室（指導） ③インタープリ
ターとのこと。順位は３番目ですがインタープリターができること
が幸せとのことです。

●インタープリターになったきっかけは？
定年後、農業をするために高年大学農学科に入学。農業を一から学びました。高年大学の OB 会で
採れた野菜を使って料理を作る時、eco-T の調理室を利用させていただきました。その時インタープ
リター育成講座を勧められ、受けたのが始まりです。今では週１回の割合で活動しています。
●インタープリターをしていて良かったと思うことは？
以前自治区から渡刈クリーンセンターを見学に来たことはありましたが、特に興味関心を持ってい
た訳ではありません。でも、実際に活動を始めてみると、学校対応や出前授業の手伝いなど幅広いこ
とに驚きました。また、子どもがいないので４年生の見学対応はとっても楽しいです。子どもの気づ
きを大切にしたいです。
●反対に気になることは？
こんないい施設があるのに知らない人が多いこと。もったいないと思います。原因の一つに交通の
便が悪いこともあるかも知れません。また自身のエコ行動ができてないので、はがゆいと思うことも
あります。
●インタープリターとして伝えたいことは？
１人でも多くの人に eco-T の活動やクリーンセンターのことを伝えたい。そしてエコについて関
心をもってもらいたい。それにはどうしたらいいのかと悩みますが、インタープリター育成講座は開
かれた講座なのでまずは受講してみるといいと思います。
●あなた自身のエコな活動は何ですか？
インタープリターになってからごみの分別に興味関心が持てるようになった。それにはリサイクル
ステーションの活用から始めると入りやすいです。分別して出すことでエコポイントもたまり、年間
1000 ポイントくらいになっています。ステーションではポイント数が見えるようになったので便利
です。その反面、プラごみや、トレーをせっかく分別して持って行ってもステーションでは一袋に入
れられてしまうのでとても気になります。
今回、伊東さんにお会いして笑顔の優しい温和な方という印象でした。
インタープリターになったことをきっかけに夫婦お二人で仲睦まじくごみ
の分別をするとか。微笑ましい一面を垣間見た思いです。
「昔はごみが出なかったの？」という小学生の質問にどぎまぎしたり、
昔をふりかえったりと多方面から楽しんでいるように感じました。
次回は同じ 10 期生の岡田さえ子さんです。お楽しみに！（守随）
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（昨年度のフォーラムの司会を担当）

エコ人からのお知らせ
スタッフに聞いた！
私のエコ行動！
すぎやま さ ゆ

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♪

き

■杉山佐由紀さん
杉山さんは主にエコライフ講座、期間展示など
の業務の担当をされてきました。
今回はそんな杉山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

昨年、講座の担当をしたことをきっかけに自宅で

非営利団体 3000 円／口

ダンボールコンポストに挑戦しています。

営利団体 ,10000 円／口

生ごみ=「ごみ」
「臭い」のイメージから「資源に
なるもの」と思えるようになったことが大きな変化
です。1 日に入れられるごみの量が決まっているの
で、調理の際にもなるべくごみを出さない工夫をす
るようになりました。コンポストのおかげで我が家
のごみも半分になりました。
みなさんもぜひ挑戦してみてください。

＊エコ人の年度は 6 月～5 月です。

〔会員特典〕
・季刊誌「えこびと」を年４回お届けします。
・会員メーリングリストに登録できます。講
座やイベント、世の中のエコ情報が届きま
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-cafe 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
エコットフェスタや公共施設見学、NPO
法人とよたエコ人プロジェクトの総会など
があり、忙しい日々が続いていましたが、よ
うやく落ち着きました。今年の秋は新企画の
リユースフェスタを行います。ぜひご来場く
ださい！（住田）

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

