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12/11、渡刈こども園の皆さまが来館され、エコット来館３０万人セレモニーを行いました！ 

とよた SDGsポイントがもらえる！ 環境クイズ 第 5回 

2 月は省エネルギー月間です。今年の冬はおうちで過ごす時間が多くなり、昨年よりも多くの水道光

熱費がかかっていませんか？そこで、簡単にできるコスト削減で快適にもなる問題！ 

「トイレマットの下やカーペットの下に敷くと断熱効果がアップする便利なグッズの名前は？」 

次の 3つのうちから１つお答えください。 ヒントは 5ページ「エコネタ ～ みんなで おうち快適化 

チャレンジ 家族も地球も健康に ～」に載っています。 

①金マット   ②銀マット   ③銅マット  

●第４回環境クイズの答え：①10%程度   ご応募ありがとうございました！ 

応募数：49件（うち、45件正解。1月下旬、とよた SDGsポイントをプレゼントしました。） 

ポイントの確認は、スマホ専用アプリまたはホームページ「とよた SDGsポイントナビ」でできます。 

正解した方の中から抽選で 50名様に ポイントプレゼント！ 

私たちは、2020 年 1 月 21 日に、 
「とよた SDGs パートナー」になりました。 

私たちは 3 つの目標に取り組んでいます！ 

 特集 「エコットウィークフェスタ２０２０」 ～６日間の実施レポート 

11～1月のフォトレポート 

エコネタ ～ みんなで おうち快適化チャレンジ 家族も地球も健康に ～ 

 

◆応募方法◆ 「エコットの受付へ持参」「はがきで郵送」「FAX」のいずれかの方法で、 

①答え、②氏名、③電話番号、④住所、⑤とよた SDGsポイントの番号をご記入の上、 

２ ０ ２ １年 4 月 5 日 （月 ） [消 印 有 効 ]までにご応 募ください。 

応募先 住所：6 ページ下の住所 FAX 番号：0565-26-8068 

抽選結果は、ポイントの発行[4 月下旬を予定]でかえさせていただきます。 

※いただいた個人情報は、厳重に管理し、本クイズ企画に関することにのみ使用します。 
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「エコットウィークフェスタ２０２０」 ～６日間の実施レポート 特 集 

12 月 8日、インタープリター（市民ボランティア）

と事務局スタッフ（合計 30 人）で、エコット周辺を

きれいにしてポイ捨てごみを減らすため、初めてごみ

拾い活動を行いました。 

 豊田市に「不法投棄パトロール隊」の活動支援制度

があります。団体登録をすると、ごみ袋や軍手、帽子

や金ばさみなどを支給してくださいます。今回、この

制度を活用しました。詳しくは、清掃業務課へ。 

エコットで最も大きなイベント「エコットフェスタ」。今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の

ために３密を避けながら行い、6 日間にわたるウィークフェスタを行いました。その 6 日間で行われた

主な企画を皆さんにご報告します。 

約 1 時間のごみ拾いで、約 11 キログラムのごみ

が集まりました。そのうち一番多かったのがたばこ

の吸い殻などの燃やすごみ（52％）、次に多かった

のがレジ袋や菓子袋などのプラスチック製容器包装

でした（13％）。 

現在、エコットの展示室でその様子をご覧になれ

ますのでお越しください。 

12 月９日、恒例のエコ・キッズスペース～エコなクリスマス会～

を行いました。前半は、シールなどを貼って、ダンボールのクリスマ

スツリーを作成。その後、飲料容器を使ってマラカスを作り、「さん

ぽ」の曲にのって体を動かしました。最後は、ハンドベルでインター

プリターが「きらきらぼし」を見本演奏した後、ちびっこ音楽隊が演

奏しました。みんな、きれいな音を奏でていました。 

 

12/9 ダンボールでクリスマスツリー作り

り 

12/9 展示「こんなにあったよ！ポイ捨てごみ」 

12/8 ポイ捨てごみゼロ大作戦 
～とよたの街をきれいにしよう！～ 
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特 集 「エコットウィークフェスタ２０２０」 ～６日間の実施レポート 

12 月 11日、エコット来館 30万人セレモニー

を行いました。渡刈こども園の園児が来てくださり、

市長から記念品を贈呈。そのあと工場見学と紙芝居

や寸劇を見て楽しんでもらいました。 

紙芝居「どんどこどすこいごみたろう」を読んだ

後、生ごみの一絞り体験をしました。また「もった

いないばあさん」の動画を見た後に、もったいない

ばあさん音頭を一緒に楽しく踊りました。 

12 月 12日、食品ロス削減レシピコンテストの授

賞式を行いました。募集期間は 10 月 1 日～31日の

1 か月間でしたが、インスタグラムで 34件、メール

で 14 件、直接持参で 4件の合計 52件の応募の中か

ら優秀作品 3 作品を選らばせていただきました。 

グランプリは「グリーンポタージュ」の牛島様、準

グランプリは「残りごはんでつくるおかき」の安斎様、

特別賞は「マグカップライス」の福永様です。 

 

12 月 13日、渡刈クリーンセンター謎解き探検

ツアーを開催しました。工場内やエコットの展示室、

リユース工房を見てクイズに答えて謎を解いてもら

った後、SDGsについて学ぶ体験型のミニレクチャ

ーも行いました。 

今回のフェスタでは、YouTube を活用した動画

配信も行い、様々なことにチャレンジして大変でし

たが、今後につながる実のあるフェスタでした。 

 

12 月 10日、葉ボタンを中心とした寄せ植え講座

を行いました。地球温暖化のお話をした後、エコ寄せ

植えを行いました。ダンボールコンポストで作った堆

肥と赤玉土、腐葉土などを混ぜて土を作りました。 

「地球温暖化を感じることはありますか」との質問

には、「グリーンカーテンをしているが、最近は茂りに

くくなってきた」という、実感のこもった話が参加者

から寄せられました。 

 

12/10 エコ寄せ植え講座 

12/11 エコット来館30万人セレモニー 

12/12 食品ロス削減レシピコンテスト 
授賞式 

12/13 渡刈クリーンセンター謎解き探検 
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フォトレポート  11～1月のできごと 

11/17 プランターの植替え。葉ボタン、ストック、

ノースポール、ブラキカム、ビオラ、など。 

11/13 トヨタの森でエコ・キッズスペースを開催 

絵本の読み聞かせや、焼き芋を食べました。 

1/19 新規インタープリター育成講座 

5 人が出席。KP法による自己紹介をしました。 

11 月から 1月にかけて、どんな行事を開催してきたかをご紹介します。詳しくは、エコットのブロ

グサイト「エコット日記」に掲載しているものもありますので、そちらもご覧ください。 

12/20 公共施設見学及び出前授業ふりかえり会 

1 年間お疲れさまでした！ 

12/27 みんなでエコット大掃除 

気分すっきり！年を越すことができました。 

 

 

1/22-27 出張リユース工房 in 図書館 

トランポリンや家具など 15 点展示しました。 
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エコネタ ～ みんなで おうち快適化チャレンジ 家族も地球も健康に ～ 

空気清浄機と併用して、扇風機

やサーキュレーターも併用する

とさらに効果的！ 

足元まで暖かくなりますよ！ 

 

 

※冷暖房兼用・壁掛け形・冷房能力 2.8kW クラス 

10 年前の平均と最新型の省エネタイプ（多段階評価★４以上）の比較 

・出典「スマートライフおすすめ BOOK」2020 年度版 

  https://shouene-kaden2.net/recommend_book/ 

2 月は省エネルギー月間です。寒い冬は、暖房機器に消費するエネルギーが

増加するため、1 年を通してもエネルギー消費量が多い季節です。今年の冬は、

コロナ禍でおうちにいる時間が多いため、昨年よりも水道光熱費が多くなった

のではないでしょうか。快適で安全に過ごしながら、家族も地球も健康にする

省エネのポイントをお伝えします。（環境省 COOL CHOICEサイトより作成 

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/kaiteki/ ） 

手軽にできる断熱ＤＩＹ ～銀マットを使った対策～ 

トイレマットの下に銀マットを敷くことで、 

足元から奪われる熱もカット！ 

ホットカーペットの下に銀マットを敷くことで、

消した後も暖かさが持続。早めに消しても平気！ 

暖かさと快適さを同時に実現！おうち時間を健康的に 
エアコンは、各メーカーから室内の空気環境に配慮した機能を搭載した新製品が数多く出ています。

外気と室内の空気を入れ替える「換気」機能や、室内の空気を「清浄」する機能のある機種も。 

省エネ性能も 10年前との比較で約 17％向上しています。 

★エアコンと一緒に使って、快適さアップ！ 

空気清浄機にたっぷり空気を

吸い込ませるのがコツ！ 

エアコンから離し、送風は下向

きにしましょう！ 

https://shouene-kaden2.net/recommend_book/
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/kaiteki/
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事務局からのお知らせ 

事務局からのお知らせ 
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 発行・編集 NPO 法人とよたエコ人プロジェクト 
    

編集後記 

なかなか新型コロナウイルスは収束しませんね。おうちで過ごす時間が増えたため、年末年始はおいしいも

のをたくさん食べたせいで体重が増えてしまいました。そこで年明けから、エコットスタッフの仲間と一緒に

お昼ご飯を食べる前に縄跳び運動をするようにしました（「1 分間跳んで 30 秒休憩」を 5 セット）。まだ減量

の効果は出てきていませんが、継続していきたいと思います。皆さんも縄跳び運動いかがですか？（長内隆久） 

 
当法人 

ホームページ 
eco-T 

ホームページ 
eco-T 

Facebook ページ 

〒471-0034 豊田市小坂本町６丁目５番地２ シティハウス NAGASAKI 43 107 号 

メール：info@t-ecobito.jp 

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/ 

eco-TFacebook ページ：https://www.facebook.com/ecotoyota/ 

◆会員になると◆ 

・季刊「えこびと」 年 4 回発行 

・毎週木曜日エコット 1 階でオープンする、 

e-cafe のコーヒーチケットプレゼント 

  正 会 員：5 枚（500 円相当） 

賛助会員：3 枚（300円相当） 

・主催行事への割引参加 

会員募集中！  ★正会員の会費と特典がグレードアップしました！★ 

◆正 会 員◆ 議決権あり 

個人  5,000円（半額に改定しました！） 

◆賛助会員◆ 議決権なし 

 個人  一 般   1,000 円/口 

学 生    500円/口 

 団体 非営利団体   3,000 円/口 

営利団体   10,000円/口 

◆入会手続き◆ 

①当法人のホームページから、入会申込書をダウンロードする。 

または、豊田市環境学習施設 eco-T(エコット)へ問い合わせる（電話 0565-26-8058）。 

②入会申込書に必要事項を記入し、エコットへ持参、または FAX（0565-26-8068）する。 

③会費を納入する。（エコットで納入する、または口座に振り込む。） 

e-cafeは、現在、 

お休み中です。 

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 

WE LOVE とよたフェスタに参加しています！ 

 

 
2月6日から3月7日までに開催されるエコットの環境講座

を登録しています。そのうち２つの講座をご紹介します。 

詳しくは、web で。https://welovetoyota.net/ 

2/13 リメイクを楽しもう 

 

 

3/6 エコット映画会「プラスチックの海」 

★2/5 10 時から申込開始 

 

申込先 エコット事務局 

電話 0565-26-8058 

 

 

★申込受付中！ 

 

http://t-ecobito.jp/
http://www.eco-toyota.com/
https://www.facebook.com/ecotoyota/
https://welovetoyota.net/

