（2015 年 3 月）

環境交流センターのおしらせ
3 月のカレンダー
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4（水）

環境コミュニケーション講座

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

7（土）

とよっぴー農園

……..
（土）
じゃがいもなど 8 種類の野菜の栽培と収穫を行います。最終日にカ

……..
（土）
映像の見え方、受け取り方を考え、グループワークによる数分の映

家族でマイじゃがいもづくり

像制作を行います。

レーの試食会があります。

日時：3/4（水）10:00～16:00

日時：3/7（土）、4/25（土）、5/16（土）、6/27（土）、

映像制作ワークショップ

★

講師：豊中つくるプロジェクト

☆

7/25（土）10:00～11:30

進行：NPO 法人 FCT メディアリテラシー研究所理事

場所：緑と食品のリサイクルプラザ

田島知之さん

対象：5 歳以上の子どもと保護者、10 組

参加費：500 円

参加費：3,000 円

申込み：3/1（日）締切、20 人（先着順）

申込み：3/3（火）13:00～電話受付（先着順）
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

「とよなかの秋の七草調査」
報告会 ☆

7（土）
……..
（土）

豊中の秋の七草（クズ、ススキ、ヌスビトハギ、アキノキリンソ
ウ、ツリガネニンジン、ワレモコウ、ミゾソバ）の調査結果の報
告会を行います。

7（土）

環境×いのち×手しごと

……..
助産師による
（土）
メディカルアロマテラピー講座 発展編★
アロマやハーブの使い方や、アロマクラフト作りを体験します。

日時：3/7（土）13:30～14:30

日時：3/7（土）10:00～12:00

場所：くらしかん

参加費：4,500 円

申込：3/6（金）締切、40 人（先着順）

申込：3/5（木）締切

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 自然部会

定員：8 人＋FC 枠2 人（先着順）
共催：いのちを育む力☆サポートプロジェクト

「とよなかの春の七草調査」
市民調査員募集説明会 ☆

7（土）
……..
（土）

8（日）

種まきシアター

豊中の春の七草の調査に協力いただける市民調査員の募集説明会を

「いわきノート」上映会

行います。

被災地福島県「いわき」を大学生が取材したドキュメンタリー。

日時：3/7（土）15:00～17:00

日時：3/8（日）①10:00～12:00、②14:00～16:00

（※調査期間は 3/7（土）～4/30（木））

★

参加費：500 円

場所：くらしかん

申込み：3 月3 日（火）から受付、各回40 人（先着順）

申込：3/6（金）締切、40 人（先着順）

共催：あしたの暮らし

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 自然部会

※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。

→中面に続きます！
※FC 枠：ファンクラブ枠
ファンクラブメンバーは FC枠を利用すると、満員の講座
に申込むことができます。

14（土）
冬芽観察と落ち葉を集めて焼き芋大会 ☆

手軽に生ごみ堆肥化講習会

14（土）

堆肥の作り方

ルーペを持って冬芽の観察に出かけましょう。公園内の落ち葉で焼

……..
（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。

き芋もつくります。

発酵資材の有料配布（200 円）もあります。

日時：3/14（土）9:30～12:00（小雨決行）

日時：3/14（土）10:00～11:30

場所：千里中央公園

場所：くらしかん

参加費：100 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

自然ふしぎ発見クラブ

☆

対象：5 歳以上の子ども（小学3 年生以下は保護者同伴）
申込み：3 月12 日（木）締切、20 人（先着順）

豊中地場野菜と竹炭の販売

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 自然部会

21（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

ESD セミナー

15（土）

食べて、学んで、体験できる
ちゃんぷる屋台村 ☆

……..
（土）

（土）
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。
日時：3/21（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

環境や国際交流、まちづくりなどの市民活動団体による飲食の屋台
や展示・体験ブースを出店します。ワークショップもあります。
日時：3/15（日）15:00～18:00

21（土）
……..
知ろう語ろうじっくり学ぶ省エネ講座 ★
エネカフェ

（土）

場所：とよなか男女共同参画推進センター

自宅で使用しているエネルギーについて、電気を中心に学びます。

（すてっぷホール・視聴覚室）

日時：3/21（土）15:00～17:00

共催：ESD とよなか連絡会議

講師：あしたの暮らしエネルギー部 筒井章子さん
参加費：500 円

★無料で参加できる主催ワークショップ

申込み：3/4（水）から受付、15 人（先着順）

ちゃんぷる屋台村探検隊

共催：あしたの暮らし

各屋台を取材して、1 日記者になってみよう
時間：15:30～17:00（受付15:15）
対象：子ども

自然工作

※要申込み

竹製のいぬのオブジェづくり

……..
（土）
豊中産の竹を利用してミニチュアのダックスフンドを作ります。

まわしよみ新聞
グループで新聞などを読み、関心のある記事を選び壁新聞を作ろう
時間：15:30～17:00

自然部会 竹炭プロジェクト

19（土）

ESD セミナー

……..
（土）
環境や国際交流、まちづくりなどのいろいろな活動をしている人が
★

集まり、情報共有とこれからの豊中について考えます。

参加費：200 円（お菓子、飲み物代）
申込み：3/18（水）締切、30 人（先着順）
保育：要申込み。3/10（火）までに申込み
共催：ESD とよなか連絡会議

参加費：100 円

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21

※申込み不要

場所：とよなか国際交流センター （会議室2ABC）

日時：3/22（日）10:00～12:00

申込み：3/19（木）締切、30 人（先着順）

持ち物：一緒に読みたい新聞

日時：3/19（木）18:30～21:00

★

対象：5 歳以上の子ども（小学3 年生以下は保護者同伴）

対象：大人

語ろう、つながろう ESD カフェ

22（日）

26（木）

わいわいクラブ

はぎれでジュゴンのマスコット作り

★

……..
（土）

海のお話を聞いた後は、「海の人魚」とよばれるジュゴンのかわい
いマスコットを縫います。
日時：3/26（木）10:00～12:00
講師：ジュゴン保護キャンペーンセンター
参加費：200 円
申込み：3/19（木）締切、20 人（先着順,）
※小学4 年生以下は保護者同伴

28（土）

26（木）

春・夏野菜の育て方講習会

課題をもとにアドバイザーから整理収納のコツをきくほか、モノ

夏野菜などを楽しく育てるためのノウハウを学びます。

を活かして手放す方法を考えます。

……..
（土）

日時：3/28（土）10:00～11:30

整理収納サークル

★

★

……..
（土）

日時：3/26（木）13:00～15:00

講師：とよっぴー農園長 柳澤俊治さん

講師：整理収納アドバイザー 尾山敬子さん

参加費：200 円

参加費：800 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

保育：要申込み。3/12（木）締切。

環境ギャラリー

環境ギャラリー

池田・エコミュージアム
パネル展

～

14（土）

自然災害から学ぶパネル展

14（土）～28（土）

あの日を忘れない！～いのちと環境を守り未来につなごう～
第三部：必ず起こる南海トラフ巨大地震

ムリなく取り組めるエコな活動を提案・実践している池田市立3R 推
進センター（池田エコミュージアム）の展示です。リユースショッ
プやエコな雑貨づくり、リサイクル回収などの紹介を行います。

「福島プロジェクト 豊中」による自然災害をテーマとした３部構成
の展示です。今回の第三部では、南海トラフ大地震についての展示を
行います。

今月のニュース！

マチカネワニのリサイクル・アートを展示します！
桜塚高校の学生がペットボトルや紙パックなどの再生資源を利用して制作した
マチカネワニをモデルとしたアート作品の展示を行います。
--------------------------------------------------------------------------------★リサイクル・アート展「マチカネワニの日常」
期間：3 月 4 日（水）～8 日（日）
主催：豊中市 お問合せ：豊中市 人権文化部 文化芸術室（TEL：06-6858-2503）

今月のニュース！

スタッフブログを更新中！
環境交流センターのホームページにスタッフブログを開設し、これから開催する催しや、行った行事の報告な
どを掲載しています。気になる講座の詳細情報など、ここでしか見られない情報も掲載していますので、興味を持
たれた方はぜひ一度ご覧ください。 URL：http://staffblog.kankyokoryu.jp/

今月のニュース！

4 月から「地域こだわりマルシェ＆野菜市場」がスタート！
毎月第三土曜に行っていた「豊中地場野菜と竹炭の販売」。4 月からは日程を変更、よりパワーアップした内容
で「地域こだわりマルシェ＆野菜市場」として毎月第一土曜に開催します。地域でがんばるお店のこだわり品や、
とよっぴーで育てた豊中産新鮮野菜や竹炭の販売を行います。皆さまお誘いあわせの上、ぜひお越しください。
日 時：毎月第一土曜日 10 時~13 時（4 月 4 日スタート）
場 所：環境交流センター
内 容：有機野菜、豊中産の竹炭、昆布、こんにゃく、納豆、餃子、豆腐、牛肉の佃煮、お茶、お菓子、パンなど
販 売：NPO 法人とよなか市民環境会議アジェンダ 21、豊中市小売商業団体連合会

→裏面に続きます！

ファンクラブのご案内
2014 年 4 月より、環境交流センターではファンクラブの取り組みを開始しました。年会費・入会費は無料。メ
ンバーにはメンバー証と、たまると抽選に参加できるポイントカードをお配りしています。その他にもイベント
の案内やお得なお知らせが定期的に届くサービス、ファンクラブ交流会の開催、行事や図書貸出などの申込み手続
きの簡素化など、うれしい特典がもりだくさん！小学生から高校生はジュニアメンバーとして参加できます。メ
ンバーは常時募集していますので、詳しい情報を知りたい方は受付までお声かけください。

ファンクラブ交流会の開催
年に一度のスペシャルイベント、ファンクラブメンバーの交流会を開催します！当日はおもちゃコンサルタ
ントの畑直樹さんをゲストに、世界のアナログゲームを楽しみます。また、メンバーの交流会や、抽選会も予
定しています。皆さまのご参加をお待ちしております。
日 時：2015 年 3 月 29 日（日）13 時 30 分～16 時 30 分
内 容：①世界のエコなゲームであそぼう
②みんなでワイワイ！環境交流センター懇談会
③ファンクラブ抽選会
対 象：環境交流センターのファンクラブメンバー、または当日にご入会頂ける方
場 所：環境交流センター
定 員：100 人
申込み：3 月 22 日（日）までに電話、E-mail、来場いずれかにて申込み
※ファンクラブは小学生以上が対象ですが、幼児を連れてご参加いただけます。
※当日の入会が条件となりますが、メンバーでないご友人やご家族も一緒にご参加いただけます。
※①、②からのご参加も可能です。

お友達紹介キャンペーンを実施します！

1（日）～ 31（土）

ファンクラブメンバーの方を対象に、3 月中に限りお友達紹介キャンペーンを実施します。ご友人にファンクラ
ブをご紹介・ご登録いただいた場合、紹介された方のポイントカードに1 ポイントを発行いたします！ファンクラ
ブを通して、豊中と環境交流センターをどんどん盛り上げていきましょう。

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。

