（2016 年 11 月）

eMIRAIE 環境交流センターのおしらせ
11 月のイベントカレンダー
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野菜市場

5（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

小豆カイロ作りと布なぷカフェ

11（金）

★

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

小豆を中に入れたカイロ作りと、生理用布ナプキンの始め方や手入

などを販売。11 月はこだわり品の販売はありません。

れ方法の話をします。

日時：11/5（土）10:00～11:30

日時：11/11（金）10:00～12:00

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21

講師：北摂手作りの会 USAGIGUMO さん
定員：15 人（先着順）

花と緑のネットワーク、竹炭プロジェクト

参加費：1,000 円

19（土）

チャレンジ 野菜くずの堆肥化を
はじめませんか ☆

家庭の生ごみの堆肥化方法と堆肥化助成の説明を行います。

申込み：11/8（火）締切

27（日）

種まきシアター

「ラダック 懐かしい未来」上映会

日時：11/19（土）10:00～11:30

★

インドのラダック地方の伝統的な社会とそこに襲いかかった近代化

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

の影響を描いたドキュメンタリーの上映です。
日時：11/27（日）14:00～16:00

12/3（土）

自然ふしぎ発見クラブ

リース作りと焼き芋

☆

参加費：500 円（中学生以下は無料）
申込み：11/25（金）締切、40 人（先着順）
共催：あしたの暮らし

豊中の里山に生えている植物や木の実を使ったリース作りと、焼
き芋を行います。
日時：12/3（土）10:00～12:00 小雨決行
場所：千里中央公園
対象：5 歳以上の子ども（小学3 年生以下は保護者同伴）
参加費：100 円

リユースバザー

12/3（土）

★

家庭で不用になった衣類や小物などのバザーです。エコバック持参
でご参加ください。
日時：12/3（土）10:15～13:00

申込み：12/1（木）締切、20 人（先着順）
実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 自然部会

→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。

募集情報

リユースバザー出店者募集
12/3（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14 店（専門業者、または 3 回連続の出店は不可）
参加費：500 円
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「12 月3 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バザーチラシの希望枚数
11/11（金）必着（持参不可）、抽選あり、結果は当選者のみ通知

募集情報

ファンクラブ改善隊のメンバーを募集中
ファンクラブがもっと楽しくなるアイデアをセンターのスタッフと一緒に考えてくれる「ファンクラブ改善隊」のメンバーを募
集中です。第2 回目の今回は、ポイントカードのデザインと、ファンクラブ交流会について話しあいます。詳細はスタッフまでお気
軽にお問合せください。
日 時：第2 回 12/7（水）10:00～12:30（今後は 2 月頃を予定しています）
内 容：ポイントカードのデザインや、3 月のファンクラブ交流会のお楽しみ企画について話しあいます。
対 象：ファンクラブメンバー（改善隊の集まりに参加した方には、ポイントカードに 1 ポイントを進呈！）
申込み：第2 回 11/30（水）締切

募集情報

展示のご案内

試してガッテン！？
センターの図書
―図書の使いやすさを考えよう―

環境ギャラリー

センターの図書について、どうすればもっと使いやすくなるかを

画のアレンジタイル画」を展示しています。この作品

考えるワークショップです。みんなでセンターをチェックして感
じたことを話しあいます。これまで、図書・資料室を利用したこ
とのある方も、ない方も、気軽に参加できる内容です。

「鳥獣戯画のアレンジタイル画」の展示
服部にお住まいの常行重男さんが制作された「鳥獣戯
は、京都の髙山寺の絵巻物「鳥獣人物戯画」をアレンジ
したものです。材料に工
事現場で出た廃タイルを

日時：11/14（月）13:00～16:30

使い、色鮮やかな作品に

進行：Tao 舎 大滝あやさん
対象：ファンクラブメンバー（当日入会可）

仕上がっています。次は

申込み：11/12（土）締切、20 人（先着順）

タイルの傘立てとヨット
の絵を予定しています。

今月のニュース

図書の貸出しをしています
センターでは、環境に関する様々な本（絵本・実用書・写真集・専門書など）や映像資料を所蔵しています。こ
れらは、禁帯出などの一部を除き貸出しが可能です。図書の貸出しには、「図書貸出申込書」の記入と、身分証明
書の確認が必要です。貸出しを希望される方は、受付でお声かけください。
★図書の貸出について
・借りられるひと：小学生以上で、豊中に在住、在勤しており、返却期限までに図書を返せるひと
・借りられる図書：図書資料室内のラベルがついている図書（※禁帯出のものを除く）
・貸出の期間：2 週間（※貸出期間の延長は、図書 1 件につき 1 週間のみ可能）
・返却の期限：貸出日より 2 週間後の同曜日（※返却期限が休館日の場合、次の開館日が返却日）
・借りられる冊数：5 冊まで（※ビデオ、DVD も含む）

Ｓ top 地球温暖化！！

みんなでできることから取り組もう！

豊中市では平成 23 年（2011 年）２月に「第２次豊中市環境基本計画」を策定し、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。そのうちの一つに「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」を目標
にかかげ地球温暖化対策の取組みを進めるとともに、市民や事業者のみなさまの省エネ・節電等
の取組みの成果が分かる「市域における温室効果ガスの排出量」を毎年推計し公表しています。
1人あたり温室効果ガス排出量平成2年度(1990年度)比
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また、この目標を達成するために、市では、省エネ相談会や、家電の省エネ診断、
「エネルギー
見える化モニター」の貸出し、事業所の省エネ診断などを NPO 法人とよなか市民環境会議アジ
ェンダ 21 と連携し実施している他、住宅用太陽光発電の設置や家庭用燃料電池（エネファーム）
の設置に関する情報提供などを行っています。

地球温暖化防止に向けて、わたしたちにできることってありますか？
市民、事業者、行政の行動計画「第２次豊中アジェンダ２１」では、地球温暖化防止に向け
た取組みとして、市民や事業者のみなさんが毎日の生活や事業活動の中で取り組める次のような
行動を提案しています。


家電製品を買うときは、省エネ度のすぐれたものを選ぼう



使い終わった電気製品は必ず主電源を切ろう



冷房温度は２８度に、暖房温度は２０度を目安にしよう



豊中市民版環境家計簿（エコライフカレンダー）をつけて二酸化炭素排出を減らそう



太陽光発電や高効率の給湯、断熱工法を取り入れた省エネ住宅を作ろう



事業所の電気・ガス・石油類のエネルギー使用量を節約し、低炭素社会の実現に努めよう



ＬＥＤ照明など、省エネ・長寿命の照明に切り替えよう



建物に、太陽光発電などの自然エネルギーの導入を進めよう

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
TEL：06-6858-2106 FAX：06-6842-2802

〒561-8501 豊中市中桜塚３丁目１番１号
E メール chikyu@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
竹切り体験

とよっぴーの有料配布

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（10kg200 円、1 人3 袋まで）の有料配布をします。

日時：11/10（木）9:30～12:00 雨天中止

日時：11/12（土）、23（祝）10:00～11:00

場所：千里中央公園

場所：緑と食品のリサイクルプラザ

申込み：11/8（火）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 花と緑のネットワーク

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 自然部会

省エネ相談会
とよっぴー
地産地消採りたて野菜市

家電製品などについての省エネ相談。参加者に所定の店舗で利用でき

とよっぴー（2.5kg100 円）やコメの有料配布もあります。

日時：①11/18（金）10:00～15:00

るエコポイントチケット「とよか」200 円分を進呈します。

②11/25（金）10:30～15:30

日時：11/24（木）10:00～売り切れ次第終了

③11/26（土）10:00～15:30

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

場所：①庄内公民館、②③豊島体育館

とよなか市民環境展
2016
0
ちいさいエコみぃつけた！～未来に届ける思いやり～
とよなか市民環境展は、市民団体・事業者・行政がそれぞれの環境活動を発表するイベ
ントです。環境について楽しく学べるブースがある他、26 日には、飲食コーナーや
ステージイベントもあります。皆さまのご来場をお待ちしております！
日時：11/25（金）10:30～15:30、11/26（土）10:00～15:30
場所：豊島体育館
主な内容：
《両日開催の催し》
・環境展示・体験 ・自然工作 ・落ち葉プール ・竹炭、竹酢液の有料配布
・小型家具のリユースコーナー（26 日抽選） ・スタンプラリー（景品あり）
・エコポイントチケット「とよか」がもらえる省エネ相談会
・使用済み天ぷら油の回収（家庭のみ）
《26 日のみ開催》
・飲食コーナー ・とよっぴー、とよっぴーで育てた野菜の有料配布
・リユース品、古本の販売 ・ステージイベント ・自転車バランス王座決定戦
主催：とよなか市民環境会議アジェンダ 21
共催：とよなか市民環境会議、豊中市、豊中市教育委員会、
公益財団法人豊中市スポーツ振興事業団
協力：服部商店会連合、豊中市労働組合連合会、大阪府電機商業組合豊中支部

※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。
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