（2016 年 10 月）

eMIRAIE 環境交流センターのおしらせ
10 月のイベントカレンダー
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開館時間：9:00～17:00
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休館日：網掛け
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★:環境交流センター内
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☆:環境交流センター外

30

31

リユースバザー

１（土）

★

地域こだわりマルシェ&野菜市場 ★

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。

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

エコバッグ持参でお越しください。

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）10:15～13:00

日時：10/1（土）10:00～11:30
実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21

おもちゃ病院

8（土）

★

こわれたおもちゃの診察と治療（1 人3 点まで）

花と緑のネットワーク、竹炭プロジェクト
豊中市小売商業団体連合会

原則無料ですが、部品交換などは実費をいただきます。

みんなでエコゲーム大会

日時：10/8（土）10:00～11:30

8（土）

★

館内貸出の電源のないエコゲームをします。出入り自由ですので、

23（日）

種まきシアター

「農民ジョンの心の土」上映会

★

イリノイ州の男性が地域支援型農業と出合い、家族農業を救う物語。
日時：10/23（日）14:00～16:00

どの時間帯にきてもらっても OK です。１人だけの参加、大人だけ
の参加も歓迎。
日時：10/8（土）11:00～16:00（開催時間中の出入り自由）
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）

参加費：500 円（中学生以下は無料）
申込み：10/21（金）締切、40 人（先着順）

布なぷきん作りと布なぷカフェ

共催：あしたの暮らし

エコゲームで身につける
コミュニケーション ★

★

28（金）

エコで肌にもやさしい、天然素材の生理用布なぷきんを作ります。

26（水）

電源を使わないエコゲームの意義とルール説明を学び、子どもや大
人のコミュニケーション力を伸ばす力を習得します。
日時：10/26（水）10:00～12:00
講師：あそび文化研究所所長 畑直樹さん

カフェでは布なぷきんの始め方やお手入れ方法を知ります。
日時：10/28（金）①10:00～12:00 生理用の布なぷきん作り
②13:00～14:00 布なぷカフェ
講師：北摂手作りの会 USAGIGUMO
定員：各回15 人（先着順）
参加費： ①1,500 円（①にご参加の方は②は無料で参加できます）
②500 円（高校生以下は無料）

参加費：2,000 円 （エコゲーム付き）

申込み：10/26（水）締切

申込み：10/23（日）締切、20 人（先着順）

保育：要申込み、10/14（金）締切

保育：要申込み、10/12（水）締切

→裏面に続きます！
※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。

11/3（祝）

環境コミュニケーション講座

11/6（日）～

世界・自然・豊中を学ぼう

環境への視点を劇的に広げる
演劇ワークショップ ★

ぴったんこ隊 ★

環境問題や自然への思いを身体表現などのさまざまな手法でドラマ

月日： ① 11/6（日）ドイツゲームで生き物博士

体験（ぴったんこ）しながら、学ぶ全5 回の教室です。

チックに形にします。演劇の経験・未経験は問いません。想像力と

② 12/27（火）わっぱるの森で木こり体験

創造力を使って楽しく視点を広げます。

③ 1/15（日）昔と今くらしのくらべっこ
④ 2/12（日）世界の森を大冒険

日時：11/3（祝）10:00～16:00

⑤ 3/12（日）ぴったんこ隊楽校

参加費：1,000 円

時間： ①④ 14:00～16:00

講師：ファシリテーター 松田裕樹さん

②

申込み：11/1（火）締切、15 人（先着順）

9:00～16:30

③⑤ 13:00～16:00
場所： ①④⑤eMIRAIE 環境交流センター
②青少年自然の家「わっぱる」
③日本民家集落博物館

今月のニュース！

対象：小学1～4 年生
②人
定員：10

なごみ

社会福祉法人 和 のクッキーを販売中

参加費：4,500 円（5 回分、保険料、材料費、博物館入場料など）

センターでは、新千里南町の

申込み：10/4（火）10:00～10/10（祝）電話受付、抽選あり

なごみ

「社会福祉法人 和 」のクッキ
ーの販売をはじめました。

今月のニュース！

和は、障がいを持つひとが、
＂地域の中で生き生きと暮らし

自動扉がタッチ式になりました

ていく“という願いを実現させ

センター入口の自動扉のうち、歩道

るために、様々な活動を展開し
ている団体です。和のクッキーは、ひとつずつ手作り。国

側がタッチ式のものになりました。

内産の小麦粉、天然粗製三温糖など、材料にもこだわって

出入りされる際は、扉についている

います。味も各種入荷しています。センターにお立ち寄り

ボタン（写真）を押して、お入りくだ

の際はぜひチェックして下さい。

さい。

今月のニュース！

リサイクル工作展の受賞者決定！
毎年、夏休みに、豊中市に住む小学生を対象に、不用品を利用した作品を募集・展示するリサイクル工作展を開催して
います。今年は 42 点の応募があり、入賞作品が決定しました。多数のご参加ありがとうございました。

☆市民賞（低学年の部）

ワニワニタワー

川口芽生さん（東豊中小学校）

☆市民賞（高学年の部）

GAME BOX

山本宙和さん（桜塚小学校）

☆デザイン賞

空の王者 龍

古結璃久さん（桜井谷東小学校）

☆リサイクル賞

パクパクワンワンおせわセット

櫻井十和子さん （桜井谷東小学校）

☆特別賞

モモ色ライト

田上斐糸さん（桜井谷東小学校）

ワニワニタワー

ＧＡＭＥＢＯＸ

空の王者 龍

パクパクワンワン
お世話セット

モモ色ライト

と よなかの環境・中間報告～2015 年度速報版～にご意見をお寄せください
豊中市では、毎年、環境報告書「とよなかの環境」を発行しています。今年度も９月３日に
と
「とよなかの環境・中間報告～2015
年度速報版～」を公表しました。市域における環境の状況
お寄せください
と
や、環境を良くするための取組み等を掲載しています。ぜひご覧いただき、ご意見、ご提案をお寄
せください。
【ご意見、ご提案の提出方法】
「とよなかの環境・中間報告～2015 年度速報版～」
の最後のページにある用紙、または市ホームページの募
集様式にご記入の上、環境政策課宛に FAX、郵便、メ
ールでお送りください。
※電話によるご意見は受付けませんので、ご了承くださ
い。
【提出期限】
いずれの方法も、平成 28 年（2016 年）10 月 14 日
（金）必着でお願いします。
【留意事項】
●お寄せいただいたご意見については、個別には回答し
ません。
●内容について確認させていただく場合がありますの
で、氏名・連絡先（電話番号など）を明記してくださ
い。いただいた個人情報は内容確認など連絡を差しあ
げる場合のみ使用します。
（公表いたしません）
★「とよなかの環境・中間報告」は市政情報コーナー

でご覧いただけるほか、
市ホームページにも公
開しています。

とよなかの環境

検索

http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hakkoubutu/kihonkeikaku/kankyouhoukoku/h
oukokusyo.html

質問！

お寄せいただいたご意見ご提案には、平成 29 年(2017 年)3 月発行の「とよなかの環境・確
定版」で市の対応や施策、事業の考え方をお伝えするとともに、今後の市の環境の取組みにつな
げていきます。

環境目標の達成に向けて、みんなでできることってありますか？
豊中市では「豊中市第２次環境基本計画」に次の５つの環境目標を設け、環境を良くする取組みを進めています。
★目標１★ よりよい環境をめざして多様な主体のパートナーシップで取り組む
★目標２★ １人あたり温室効果ガス排出量（ｔ-CO２）を平成 2 年度（1990 年度） 比 20％削減し、低炭素社会
をめざす
★目標３★ ３Ｒ行動の推進により、ごみの量を平成 21 年度（2009 年度）比 20％削減し、循環型社会をめざす
★目標４★ みどり率 27％で豊中らしいまちなみがはぐくまれたまちをめざす
★目標５★ 環境基準達成状況 100％で快適な都市環境をめざす
この５つの環境目標を、市民、事業者、行政の行動計画「第２次豊中アジェンダ２１」と共有し、協働とパートナーシッ
プで力を合わせて取組みを進めています。
「第２次豊中アジェンダ２１」では、環境目標の達成に向けて、みなさんが毎日
の生活の中で取り組める８８の行動を提案しています。ぜひご覧いただき、まずは１つ取組みを進めてみてください。
（豊中アジェンダ 21 に関するホームページ）
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kankyoseisaku/shiminkankyokatsudo/agenda21.html
このページに関するお問い合わせ先

豊中市環境部環境政策課

〒561-8501 豊中市中桜塚３丁目１番１号
TEL：06-6858-2128 FAX：06-6842-2802
E メール: kankyoukeikaku@city.toyonaka.osaka.jp

とよなか市民環境会議アジェンダ 21 からの案内
第 3 回市民ワークショップ
豊中市の環境の計画を作ろう

竹切り体験

豊中の課題やこれからについて、アイデアを出し合い、「豊中市環境

日時：10/5（水）9:30～12:00 ※雨天中止

基本計画」と「豊中アジェンダ 21」の第３次計画に反映します。

場所：千里中央公園野外炊さん場

日時：10/2（日）14:00～16:00

申込み：10/4（火）締切、10 人（先着順）

場所：eMIRAIE 環境交流センター

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

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。

申込み：9/30（金）締切、30 人（先着順）

写真で元気
写真撮影とアルバム作り

主催：豊中市・とよなか市民環境会議

とよっぴーの有料配布

環境をテーマに、岡町かいわいの写真撮影とアルバム作りをします。

とよっぴー（10kg200 円、1 人5 袋まで）の有料配布をします。
とよっぴーの使い方相談コーナーもあります。

日時：10/15（土）13:30～16:30
場所：阪急岡町駅1 階エレベーター前集合

日時：10/8（土）、26（水）10:00～11:00

講師：日本写真療法家協会 塩見光夫さん

場所：緑と食品のリサイクルプラザ

参加費：500 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

申込み：10/2（日）10:00 から受付、6 人（先着順）
実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 企画屋本舗

機密書類リサイクル参加者募集
処分したい機密書類をクリーンランドで回収した機密書類はトイレッ

リメイクワークショップ

トペーパーへリサイクルします。

思い出の端切れやボタンでブローチを作ります。

日時：10/20（木）10:00～11:30

日時：10/21（金）10:30～12:00

場所：クリーンランド

場所：eMIRAIE 環境交流センター

参加費：1kg あたり 15 円

参加費：300 円
申込み：10/19（水）締切、20 人（先着順）

（100kg 未満は別途手数料300 円）

実施：赤ちゃんからの ESD 服育カフェチーム

申込み：10/13（木）締切
実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 事業部会

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：10/27（木）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

※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）に約 350m（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。

ここ

