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環境交流センターのおしらせ
６月のカレンダー
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リユースコーナー

4（水）～7/3（木）

★

（土）
豊中市伊丹市クリーンランドに持ち込まれた物の中から、まだ使え

開館時間：9:00～17:00
休館日：網掛け
行事がある日
★:環境交流センター内
☆:環境交流センター外

お米・野菜大好き畑の楽校

7（土）

☆

ミニ田んぼや畑で作物作りに挑戦。お米や野菜のお土産つき。5 回
シリーズですので、基本的には全日程にご参加ください。

る物を展示します。

...

日時：6/7（土）、7/19（土）、9/6（土）、10/25（土）、

展示期間：6/4（水）～7/3（木）（休館日を除く）

11/29（土）すべて 10:00～11:30

抽選：7/4（金）15:00

場所：とよっぴー農園（原田中）

申込：展示期間中にセンターで受付（申込用紙に記入）

申込：6/3（火）10:00～電話受付、10 組（1組5人まで、先着順）

おもちゃ病院 (偶数月の第 2 土曜)

★

14（土）

参加費：各回 1 組600 円
実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 花と緑のネットワーク

こわれたおもちゃの診察と治療（1 人3 点まで）。
原則無料ですが、部品交換などは実費をいただきます。

19（木）

わいわいクラブ
日時：6/14（土）10:00～12:00

分別ゲーム

毛糸でエコたわしをつくろう
14（土）

★

豊中市伊丹市クリーンランドによる出前講座。スライド鑑賞や、缶
を釣るゲームを通して、ごみの分別の仕方を学習します。

★

家庭で余ったアクリル毛糸で可愛いたわしを編みます。
日時：6/19（木） 10:00～12:00
講師：そね 21 の会レディース 河野節子さん、松本和美さん
申込：6/17（火）締切、20 人（先着順）＋FC 枠5 人

日時：6/14（土）10:00～12:00

手軽な生ごみ堆肥化講習会

☆

21（土）

（土）
自分で堆肥をつくり、花や野菜づくりに活用する方法を学びます。
発酵資材の有料配布（200 円）もあります。

世界・自然・豊中を学ぼう

ぴったんこ隊 ★ 22（日）

いろんなものを体験（ぴったんこ）しながら、自分との
つながりを学ぶ全６回の教室です。
日程：①6/22（日） 食べ物のふるさとを調べよう!

日時：6/21（土）10:00～11:30

②7/20（日） チョコレートから見える世界

場所：生活情報センター「くらしかん」
実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 花と緑のネットワーク

③8/12（火）
④8/19（火）

夏休み 自然体験で自由研究

⑤8/20（水）

豊中地場野菜と竹炭の有料配布 ★

21（土）

⑥9/6（土）

とよっぴー農園で野菜のタネまき

（土）
毎月第３土曜に開催！豊中産の無農薬・減農薬の新鮮野菜、豊中の雑

①～⑤:14:00～16:00、⑥13:00～15:00

木林の保全活動からうまれた竹炭・竹酢液などを有料配布します。

場所：①～⑤：環境交流センター、⑥とよっぴー農園

日時：6/21（土）10:00～売り切れ次第終了
実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21
花と緑のネットワーク、竹炭プロジェクト

（⑥はとよっぴー農園での集合・解散。）
対象：小学1～4 年生
参加費：3,000 円（6 回分、保険料、材料費など）
申込：6/19（木）締切り、20 人（先着順）＋FC 枠3 人
各回のみの参加も可能です（全回参加の方を優先）

※このマークの講座に参加したファンクラブメンバーは、
受付で 1 ポイントもらえます。

→裏面に続きます！

「豊中エコにこ TV」について
環境交流センターを多様な交流の場とするため、スタジオを作って、「豊中エコにこ TV」と題したイン
ターネット放送を行っています。番組内では、豊中の環境や人のにこっとしちゃう情報を紹介しています。
昨年度は毎週火曜に、計 36 回の放送を行いました。放送を通じて、様々な活動をされている人や団体にお
会いすることができました。また、今年度は、現在放送体制を整えており、夏ごろより月１程度の放送をめ
ざして準備しています。今後も豊中エコにこ TV にご期待ください！

過去の放送回リスト
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第１０回
第１１回
第１２回
第１３回
第１４回
第１５回
第１６回
第１７回
第１８回

※過去の放送は http://kankyokoryu.jp/econiko/econiko_info.shtml よりご覧いただけます。

環境交流センター活用紹介
CASA 代表 村西優季さん
赤ちゃんからの ESD とよなか うりぼうさん
chez nouille （シェ ヌイユ）主催 中川奈央さん
Kleeblatt（クレーブラット）代表取締役 畑直樹さん
ほたる企画 田中うららさん
POCOPOCO 河野美香子さん
とよなか市民環境会議アジェンダ 21 茨木かづ子さん
シンガーソングライター 石田裕之さん
オフィス ColorColor 代表 武田珠佳さん
ラミュズィクマルシェせんり 杉田英子さん
WorldSeed 中島光さん
NPO 法人豊中・伊丹環境政策フォーラム 山中由紀さん
総健美塾カイロプラクター 上村拓也さん
とよなか国際交流協会 てーげー部のみなさん
北摂手作りの会 USAGIGUMO さん
★applegarden★（アップルガーデン） mio さん
Mrs.Lavender（ミセスラベンダー） 北河佳子さん
地球環境関西フォーラム 平山健次郎さん

第１９回

豊中市公園みどり推進課 樋上裕一さん、横田真美さん
株式会社ヒロコーヒー豊中緑ヶ丘店店長 秋田さん
第２０回
豊中エコショップ制度運営協議会事務局 芦田さん
第２１回 音楽サロン くつろぎ 吉田寛子さん
第２２回 とよなか市民環境会議アジェンダ 21 リーフレット投票
第２３回
とよなか市民環境会議アジェンダ 21 環境展
1
第２４回 環境コミュニケーション講座受講生 山中由紀さん
第２５回 とよなか市民環境会議アジェンダ 21 環境展報告
第２６回 そね 21 の会 レディースの皆さん
第２７回 (株)フェリシモ 葛西龍也さん、徳重正恵さん
第２８回
環境交流センター取組み紹介（図書編）
00
第２９回 福島プロジェクト・豊中 衛藤ますみさん、竹林久榮さん
11
第３０回 整理収納アドバイザー 尾山敬子さん
第３１回 服部緑地あすなろプロジェクト代表 遠藤尚美さん
第３２回 公益財団法人豊中市スポーツ振興事業団 濱本敦子さん
第３３回 とよなか市民環境会議アジェンダ 21 講座案内
第３４回 とよなか市民環境会議アジェンダ 21 事業部会
第３５回 とよなか市民環境会議アジェンダ 21 パネル展の紹介
第３６回 環境交流センターの１年の振り返り

パネル展のご案内

4（水）～7/3（木）

クリーンランドパネル展

（土）

あおぞら財団パネル展

15（日）～29（日）
（土）

リユースコーナーの開催にあわせ、豊中市伊丹市クリーンランド

「手渡したいのは青い空」を合言葉に、公害地域の再生と持続可能

と、クリーンランドの見学を担当している NPO 法人豊中・伊丹環

なまちづくりのための活動をされている公益財団法人公害地域再生

境政策フォーラムの活動紹介のパネル展示を行います。クリーン

センター（あおぞら財団）のパネル展を行います。今回の展示で

ランドではペットボトルを手で分別しており、「分ければ資源、

は、フードマイレージゲームを中心とする取り組みを紹介しま

混ぜればごみ」を学べるごみ減量や 3R の啓発パネルの展示、手つ

す。

かず食品についての紹介を行います。

環境交流センターを活用し、一緒に盛り上げてくれるファンクラブメンバーを募集中です。
メンバーになると、対象講座に参加するとポイントがたまるポイントカードがもらえます。
センターを利用される方ならどなたでも参加できますので、受付にお声かけください。

豊中市立環境交流センター
（指定管理者：NPO 法人とよなか市民環境会議アジェンダ 21）

ここ

開館時間:9:00~17:00
休館日:毎週月曜日（月曜日が祝休日の場合は翌日以降の最初の平日）
〒561-0881 豊中市中桜塚 1-24-20
E-mail:office@kankyokoryu.jp

TEL:06-6844-8611

FAX:06-6844-8668

URL:http://kankyokoryu.jp/

阪急曽根駅から北（岡町駅方向）に徒歩約５分

萩の寺公園ななめ前の高架下にあります。

＊駐車場はありません。自転車や公共交通機関をご利用ください。

