（2016 年 9 月）

eMIRAIE 環境交流センターのおしらせ
9 月のイベントカレンダー
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地域こだわりマルシェ&野菜市場

★

3（土）

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

環境フォーラム 2016

3（土）

☆

豊中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

みんなで旗上げアンケート（「とよなか環境（中間報告）」の紹

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。

介）、庄内で活動する団体の発表、パネラーへのお題を会場の参加

日時：9/3（土）10:00～11:30

者も一緒に考える参加型のパネルディスカッションを行います。

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21

日時：9/3（土）13:30～16:00

花と緑のネットワーク、竹炭プロジェクト

場所：サンパティオホール

豊中市小売商業団体連合会

申込み：当日会場、100 人
主催：豊中市

おはなし会「わにわに」

4（日）

★

企画・実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21

絵本の読み語りと手作り工作を行います。
日時：9/4（日）10:30～11:30

着物地で手作りブローチ

対象：未就学児と保護者

★

15（木）

着物のはぎれなどを使って小さなブローチを手縫いで作ります。

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 企画屋本舗
日時：9/15（木）13:00～15:30

チャレンジ
野菜くずの堆肥化はじめませんか

17（土）

講師：そね 21 の会レディース
参加費：500 円
申込み：9/11（日）締切、15 人+FC 枠2 人（先着順）

☆

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。
堆肥化助成制度の説明もあります。

17（土）

自然ふしぎ発見クラブ

日時：9/17（土）10:00～11:30

秋の昆虫観察 いろいろなバッタのふしぎ

場所：くらしかん

☆

服部緑地の菰ヶ池草地で虫たちと遊んだり、虫の名前や特徴を調べ

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21

たり、クイズに答えて、虫と仲良しになりましょう。

花と緑のネットワーク

日時：9/17（土）9:30～12:00

秋の夜の鳴く虫観察会

☆

23（金）

場所：服部緑地レストハウス前集合
対象：5 歳以上の子ども（小学3 年生以下は保護者同伴）

服部緑地で秋の夜を奏でる鳴く虫の観察をしてみませんか。

申込み：9/15（木）締切、30 人（先着順）

日時：9/23（金）18:00～20:00

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 自然部会

場所：服部緑地東中央広場集合
講師：豊中生物同好会会員
対象：小学3 年生以下は保護者同伴
申込み：9/21（水）締切、30 人（先着順）

→裏面に続きます！

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。

※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。

手作り楽器の音楽会

19（祝）

★

25（日）

種まきシアター

学生が記録した東日本大震災

身近なリユース品で楽器を作って、みんなで演奏します。

★

北星学園大学ジャーナリズム研究会の作品『津波が残した記憶～震

日時：9/19（祝）14:00～16:15

災遺構と向き合う町』と、椙山女学園大学栃窪研究室の作品『「6 枚

定員：未就学児から小学2 年生、20 人

の壁新聞」から4年～被災地・石巻の願い～』『3.11 そして未来へ

申込み：9/14（水）締切。抽選あり。結果はメールにて通知。

～石巻・絆・震災5 年～』の 3 作品を上映します。

実施：大阪大学環境サークル GECS

日時：9/25（日）14:00～16:00

地域こだわりマルシェ&野菜市場 ★ 10/1（土）
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。
日時：10/1（土）10:00～11:30

参加費：500 円（中学生以下は無料）
申込み：9/23（金）締切、40 人（先着順）
共催：あしたの暮らし

リユースバザー

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21

10/1（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。

花と緑のネットワーク、竹炭プロジェクト

エコバッグ持参でお越しください。

豊中市小売商業団体連合会

日時：10/1（土）10:15～13:00

募集情報

リユースバザー出店者募集
10/1（土）に開催するリユースバザーの出店者を募集します
定員：市民・団体13 店（専門業者は不可）
申込み：はがきに下記を記入しセンターに郵送（1 世帯1 枚まで）
①「10 月1 日バザー参加」、②住所、③名前（ふりがな）、④電話番号、⑤参加人数、⑥リユースバザーのチラシの希望枚数
参加費：500 円

申込み：9/11（日）必着（持参不可）。抽選あり。結果は当選者のみ通知。

パネル展のご案内

パネル展のご案内
～13（火）

環境ギャラリー

環境ギャラリー

16（金）～29（木）

「若者によるエコ・メッセージ」ポスター

秋の読書フェア 環境の図書展

地球環境関西フォーラムが、若者による意識啓発を目的として実施し

eMIRAIE 環境交流センターの図書の中から、スタッフとインターン

た「"若者によるエコ・メッセージ”ポスターデザイン」の入選作

シップの大学生が選んだ、「おすすめ本」の展示です。絵本や写真

品を展示します。温室効果ガスの削減、省エネルギー、リサイク

集、専門書など様々なジャンルの本と図書紹介を一緒に展示しま

ル、生物多様性の保全、ライフスタイルのあり方などをテーマにし

す。展示している図書は閲覧だけでなく、貸出も可能ですので、貸

た、エコ・メッセージです。

出を希望される方は受付にお声かけください。

今月のニュース

印刷機の料金を改定します
10 月 1 日から印刷機の料金を改定します。これまで印刷料金は製版代のみとしていましたが、今後は製版代に
加えて、印刷枚数によって印刷代が加算されることになりました。製版は 1 製版につき 300 円、印刷代は 1 製版
につき 500 枚までは無料、501 枚目からは 1 枚につき 0.5 円です。原稿の大きさは A3 サイズまで、色は白黒で
す。用紙は各自でご持参ください。なお、印刷機を使用される場合は、受付にお声かけください。
現在

改定後（2016 年 10 月 1 日から）

製版 1 製版につき 300 円

製版 1 製版につき 300 円

印刷費用なし

印刷 1 製版につき 500 枚目までは無料
501 枚目からは 1 枚につき 0.5 円

豊中市の環境の計画を一緒に作りませんか
豊中の環境の計画は、行政の計画である「豊中市環境基本計画」と、市民・事業者・
行政の行動計画「豊中アジェンダ 21」があります。2 つの計画はそれぞれ「望まし
い環境像」
「環境目標」などで同じ内容が書かれており、同じ内容の実現に向けて取
り組んでいます。同じ内容の実現のためには、行政と市民・事業者の両方の努力が必
要なため、車の両輪とされています。

第 2 次豊中アジェンダ 21（左）と

市民ワークショップの様子

第 2 次豊中市環境基本計画（右）

2 つの計画は、1999 年に初めて策定され、現在は第 2 次ですが、今年度から新
たに第 3 次の計画を新たに作ることになりました。そこで、新たな計画を作るにあた
り、
『豊中の現状と課題』や、
『市民・事業者・行政の行動計画』について、みんなで
日頃感じていることやアイデアを出し合います。
具体的には、以下の日時で開催し、出た意見は 2 つの計画に反映していきます。気
軽に参加できる場にしていきますので、ぜひこの機会にご参加ください。
＜環境フォーラム＞
●日時：9 月 3 日（土）13:30～16:00
●場所：サンパティオホール
●定員：100 人
●申込み：当日会場、先着順

この2 つの内容は異なるため、
両方へご参加いただくことが

＜市民ワークショップ＞
●日時：10 月 2 日（日）14:00～16:00
●場所：eMIRAIE 環境交流センター
●定員：30 人
●申込み：9 月 30 日（金）まで、先着順
※主催はいずれも豊中市

できます。

とよなか市民環境会議アジェンダ 21 からの案内
とよっぴーの有料配布

竹炭焼き体験

とよっぴー（10kg200 円、1 人5 袋まで）の有料配布をします。

千里中央公園の保全活動で間伐した竹を使って、竹炭を作ります。

とよっぴーの使い方相談コーナーもあります。

日時：火入れ 9/12（月）9:00～12:00

日時：9/10（土）、28（水）10:00～11:00

釜出し 9/13（火）9:30～12:00

場所：緑と食品のリサイクルプラザ

※雨天の場合は翌日

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

場所：千里中央公園野外炊さん場
申込み：9/10（土）締切、10 人（先着順）
実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 竹炭プロジェクト

とよっぴー
地産地消採りたて野菜市
とよっぴー（2.5kg100 円）やコメの有料配布をします。
日時：9/22（祝）10:00～売り切れ次第終了
場所：さわ病院
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

省エネ事業の申込み受付中！
豊中市は「チャレンジ・マイナス 70 プラン」の取組みの 1 つとして、市民向けの省エネ推進事業を行っていま
す。この事業に関する取組みについて、今年度も eMIRAIE 環境交流センターで申込みを受付しています。参加者に
は取組みに応じて豊中市内の指定の商店街などで使えるエコポイントチケット「とよか」（豊中市発行）を進呈し
ます。
①家電の省エネ診断（「とよか」500 円分進呈）
市に登録したとよなか省エネマイスターがご家庭を訪問し、エアコンや冷蔵庫などの機種や使い方を診断、省
エネについてのアドバイスを行います。診断は無料で、実施後のアンケートに回答すると、さらに「とよか」
を進呈します。
②エネルギー見える化モニター（「とよか」2,000 円分進呈）
省エネナビをご自宅に 2 週間設置し、ナビに表示された電気使用量などを用紙に記録しながら省エネに取り組ん
でいただくものです。省エネマイスターがご自宅の分電盤にセンサーを取り付けることでご家庭の電気使用量
を省エネナビで確認することができます。モニター期間中の結果は、取り組み結果シートを後日郵送または持
参にてお渡しします。
③住宅の省エネ診断（「とよか」500 円分進呈）
工務店の省エネマイスターがご家庭の気になる部分を確認してアドバイスをします。なお、エネルギー見える
化モニターのオプションとして、省エネナビの設置時などにあわせて実施します。
いずれも 12 月 28 日まで受付。関心のある方は、eMIRAIE 環境交流センターまでお問合せください。
この事業のホームページ

http://toyonaka5070.jp

※とよなか市民環境会議アジェンダ 21 の行事のお申込み・お問合せも、下記へご連絡ください。

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）
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） 開館時間:9:00~17:00
〒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

＊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。
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