（2016 年 6 月）

eMIRAIE 環境交流センターのおしらせ
6 月のカレンダー
日

月
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水
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土

開館時間：9:00～17:00
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休館日：網掛け
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行事がある日

19★
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23★
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★:環境交流センター内

26★

27

28

29

30

地域こだわりマルシェ&野菜市場

★

4（土）

地域でがんばるお店のこだわり品と、豊中の新鮮野菜、豊中の雑木
林の保全活動からうまれた竹炭・竹製品などを販売します。

☆:環境交流センター外

リユースバザー

4（土）

★

家庭で不用となった衣類や台所用品、雑貨などを販売します。
日時：6/4（土）10:15～13:00

日時：6/4（土）10:00～11:30

みんなでエコゲーム大会

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

11（土）

★

館内貸出の電源のないエコゲームをします。大人だけの参加も歓迎。

豊中市小売商業団体連合会
日時：6/11（土）11:00～16:00（開催時間中の出入り自由）

おもちゃ病院

11（土）

★

講師：あそび文化研究所所長 畑直樹さん
対象：4 歳以上（大人も可）

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。

12（日）

エネカフェ

ミニ太陽光発電システムをつくろう

日時：6/11（土）10:00～11:30

★

エネルギー自給の話を聞き、ミニ太陽光発電＆蓄電システムを組み

リユースコーナー

★

11（土）～7/16（土）

立てます。組み立てをせず、お話を聞くだけの参加もできます。

（土）
豊中市伊丹市クリーンランドにごみとして持ち込まれた物の中か

日時：6/12（日）13:00～16:00

ら、まだ使える家具などを展示。希望者に無料で譲ります。

講師：あしたの暮らし 筒井章子さん
参加費：1,500 円+別途キット代

展示期間：6/11（土）～7/16（土）9:00～17:00

※組み立て希望者はキットを各自購入。詳細は担当職員まで。

（休館日を除く。7/16 は 14:00 まで）

※キット代参考値：5W 約10,000 円、10W 約15,000 円、

抽選：7/16（土）15:00 に抽選。搬出は各自

20W 約25,000 円、30W 約40,000 円、50W 約45,000 円

申込み：展示期間中にセンターで受付（申込用紙に記入）

申込み：6/5（日）締切、組み立ては 6 人（先着順）
組み立て見学だけの参加も可能（参加費は必要）

チャレンジ
野菜のくずの活用はじめませんか

18（土）
☆

家庭の生ごみ堆肥化方法と堆肥化助成制度の説明を行います。

共催：あしたの暮らし

23（木）

修理体験講座

はじめよう DIY 椅子の貼り替え体験

日時：6/18（土）10:00～11:30

★

家庭でできる椅子の修理やお手入れ方法をプロに学びます。

場所：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

日時：6/23（木）13:30～15:30
講師：家具・インテリアコーディネーター 辻野里志さん
参加費：600 円
申込み：6/14（火）まで電話受付、10 人+FC2 人（先着順）

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

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。

→裏面に続きます！

26（日）

種まきシアター

マネーアンドライフ

世界・自然・豊中を学ぼう

★

ぴったんこ隊 ★ 19（日）

環境や世界、地域を楽しい体験を通して学びます。買い物ゲーム、

お金の歴史や仕組み、使い方を問い、地球全体をハッピーにする新

お菓子づくり、琵琶湖に出かけて漁師さんとしじみとりなど。

たなお金のストーリーを提示するドキュメンタリーを上映します
日時：① 6/19（日）食べ物のふるさとを調べよう！
日時：6/26（日）14:00～16:00

② 7/10（日）チョコレートから見える世界

参加費：500 円（お茶菓子付き）、中学生以下は無料

③ 8/22（月）夏休みの自由研究 水の大冒険①

申込み：6/24（金）締切、40 人（先着順）

④ 8/23（火）夏休みの自由研究 水の大冒険②

共催：あしたの暮らし

⑤ 9/22（木、祝）みんなで物語をつくろう
時間：①②④⑤ 14:00～16:00、③ 9:00～16:30
場所：①②④⑤ eMIRAIE 環境交流センター
③ 滋賀県野洲市菖蒲漁港（マイクロバスで移動）
対象：小学1～4 年生

定員：18 人（多くの子に機会を提供する

ため、今までの参加者は参加できません。）
参加費：4,500 円（5 回分、保険料、材料費、8/22 昼食代など）
申込み：6/1（水）10:00～7 日（火）に電話受付
申込み多数の場合、抽選あり。

パネル展のご案内

パネル展のご案内

5/17（火）～6/5（日）

6/9（木）～7/2（土）

とよなか市民環境会議 創設から 20 年
協働の足跡 ～市民による自然調査 パネル展～

とよなか市民環境会議アジェンダ 21
企画屋本舗 写真で元気 パネル展

市民団体・事業者・行政のパートナーシップ組織「とよなか市民環

まちや自然の写真を撮り、アルバム作りを通して、自分や環境につ

境会議」の創設から 20 年が経ちました。1997 年に自然部会が行っ

いて見つめる講座「写真で元気」の展示です。写真セラピーについ

た「歩いて、見て、感じた豊中」のパネルや、毎年実施している

てのパネル、参加者が作成したアルバム、講座の様子などを紹介し

「身近な生きもの調べ」のパネルと各種調査冊子を展示します。

ます。

今月のニュース

省エネで電気消費量が減少！
2013 年のセンターのオープンから、省エ
ネ対策に取り組んだ結果、来場者が 2.6 倍に

来場者数

電気消費量

2012 年度

6,621 人

38,799kWh

2013 年度

12,644 人（6,023 人増）

37,684kWh（2.9％減）

間引き点灯をするだけでなく、照明スイッ

2014 年度

15,493 人（8,872 人増）

33,956kWh（12.5％減）

チの切替えやダミー管の導入も行いまし

2015 年度

17,545 人（10,924 人増）

29,575kWh（23.8％減）

な っ た に も かか わ ら ず 、 電気消費量を
23.8％も減らすことができました。照明の

た。皆さんもトイレの使用後の消灯など、
ご協力をお願いいたします。

※2012 年度はリサイクル交流センター（豊中市の直営）
※電気消費量は従量電灯と低圧電力の合計
※( )は 2012 年度と比較し、%の小数点第2 位を四捨五入

豊中市立 eMIRAIE 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）
開館時間:9:00~17:00

ここ

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。

