（2017 年 1 月）

eMIRAIE 環境交流センターのおしらせ
1 月のイベントカレンダー
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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

※12/29～1/3 は年末年始のため休館します

地域こだわり品と野菜市場

★

7（土）

自然ふしぎ発見クラブ

14（土）

がゆ

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

春の七草さがしと七草粥の試食

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。

千里中央公園で春の七草をさがします。最後に、かまどで炊いた七

日時：1/７（土）10:00～11:30

草粥を食べて温まりましょう。

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21

日時：1/14（土）10:00～12:00

花と緑のネットワーク、竹炭プロジェクト

☆

場所：千里中央公園 野外炊さん場

豊中市小売商業団体連合会

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：1/12（木）締切、20 人（先着順）

チャレンジ 野菜くずの堆肥化を
はじめませんか ☆

21（土）

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。
日時：1/21（土）10:00～11:30

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 自然部会

種まきシアター

22（日）

「ザ・デイ・アフター・ピース」上映会

★

国際平和の日を作るため奮闘する俳優を追うドキュメンタリー。

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：1/22（日）14:00～16:00
参加費：500 円（中学生以下は無料）

エコゲームで身につける
コミュニケーション ★

21（土）

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：1/21（土）13:30～15:30
講師：あそび文化研究所所長 畑直樹さん
参加費：2,000 円 （エコゲーム付き）

申込み：1/20（金）締切、40 人（先着順）
共催：あしたの暮らし

28（土）
「迫りくるアルゼンチンアリの脅威」☆
自然学習講座

高度な社会性をもつアリの知られざる生態と、世界中に広がり在来
アリや人の暮らしをも脅かすアルゼンチンアリについて伺います。

申込み：1/18（水）締切、20 人（先着順）

日時：1/28（土）14:00～16:00

保育：要申込み、1/7（土）締切

場所：中央公民館
講師：大阪府立大学生命環境科学研究科 助教 上田昇平さん
申込み：1/26（木）締切、30 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。

2/4（土）

リユース手しごと市とエココンサート★ 29（日）

冬の野鳥観察会

手づくり品・フェアトレードグッズの販売、手作りワークショッ

服部緑地の 3 池をめぐります。池ではカモなどを、陸ではツグミ

プ、一箱古本市、カフェ、布なぷきんの展示、太陽光パネルと省エ

やジョウビタキなどを観察します。

ネコンシェルジュによる暮らしのアドバイス、また、クラシック
音楽研究家の近藤又一さんによる、高音質機材のエコクラシックコ
ンサート(13:30～14:00)があります。ドヴォルザークの「ユモ
レスク」などをお楽しみください。

☆

日時：2/4（土）9:30～12:00（現地解散）
場所：服部緑地 東中央広場集合
申込み：2/2（木）締切、30 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

日時：1/29（日）11:00～14:00

募集情報

リユースバザー出店者募集
2/4（土）10:15～13:00 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、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「2 月4 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
1/13（金）必着（持参不可）、抽選あり、結果は当選者のみ通知

展示情報

モノとのつきあい方を考える整理収納サークル

あなたのお家のごみ袋はどのサイズ？
活動内容や成果、メンバーの家庭のごみ袋やごみ箱の紹介、リユース・リサイクル先や資源寄付先の紹介を行います。
期間：1/20（金）～2/16（木）（休館日を除く）

今月のニュース

布なぷきんの販売をしています
センターでは、天然素材の生理用布なぷきんの販売をしています。
「どうして、センターで販売しているの？」と聞かれますが、実は、
女性の月経と環境問題は無関係ではないのです。月経用品は化学由来の
使い捨てナプキンが一般的ですが、生産の背景で森林伐採や生物多様性
の破壊などの問題が起きています。また、年間 80 億枚もの使用済みナ
プキンが捨てられているとも言われています。
一方、布なぷきんは、洗って繰り返し使えるので、ごみが出ません。
とってもエコな布なぷきんですが、使い手にとっても、嬉しいことづ
くめ。センターで扱う USAGIGUMO さんの布なぷきんは、ふわふわの
コットンネルでつくられています。天然素材なので肌にやさしく、むれやかぶれの心配がありません。冷えや
生理痛にも効果的です。柄やサイズを各種取り揃えています。ぜひ、センターで手に取ってご覧下さい。
また、1月29日（日）のリユース手しごと市で布なぷきんの展示を行います。材料や構造、扱い方などが分か
ります。ご関心のある方はぜひ、お越しください。

ご み減量に、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「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。」を目標に
かかげ、ごみ減量・リサイクルの取組みを進めるとともに、市民や事業者のみなさんの取組みの
成果が分かる「ごみの量 平成２１年度（２００９年度）比（下記のグラフ）」を公表しています。
【このグラフから分かること】
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祉関係等の事業所数が増加したことが考
えられます。

この目標を達成するために、市では、ごみを出していただく際の分別及び排出ルールの周知の
ほか、地域でのイベント開催時にごみ減量に役立てていただける「エコイベントマニュアル」の
作成や、臨時ごみとして排出された小型家具類などを市民の方に無償で提供し再使用していただ
く取組みなど、３Ｒを進める取組みを行っています。

ごみ減量に向けて、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、ごみ減量に向けた取組みと
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。


暮らしを見直し、発生抑制と再使用を促進し、ごみの少ない社会へ



長く使えるものを選び、壊れても修理をして、不要なものはバザーなどに出そう



クリーンランドや緑と食品のリサイクルプラザ、下水処理場などを見学し、廃棄の後のこと
も考え、行動しよう



買い物袋を持参しよう



ばら売りや量り売りの店を利用し環境に配慮した買い物をしよう



もったいない精神を大切にし、便利なくらしに頼りすぎない文化を育てよう



買いすぎや食べ残しをなくし、家庭や事業所で食品リサイクルを進めるなど、食品をごみと
して捨てないシステムをつくろう



企業・事業者は再使用・再利用可能な廃棄物の分別・リサイクルシステムをつくろう



製品の使用後の再資源化を考慮して、原材料や部材を含めた環境配慮設計を進め、循環型社
会の実現をめざそう
この ペ ージ に 関 す る お 問 い 合 わせ 先
豊中市環境部減量推進課
TEL：06-6858-2279 FAX：06-6846-6390

〒561-0891 豊中市走井 2 丁目 5 番 5 号
E メール genryou@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
環境に関する市民ワークショップ

竹炭焼き体験

第３次環境基本計画と地球環境を守る市民・事業者・行政の行動計画、

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。

第3次豊中アジェンダ21の策定について、意見やアイデアを提案する
ワークショップです。

日時：火入れ 1/24（火）9:00～12:00
窯出し 1/25（水）9:30～12:00

日時：1/21（土）10:00～12:00

場所：千里中央公園 野外炊さん場

場所：環境交流センター

申込み：1/22（日）締切、10 人（先着順）

対象：16 歳以上

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

申込み：1/20（金）締切、30 人（先着順）

2017 年エコライフカレンダー配布

とよっぴー
地産地消採りたて野菜市

エコな暮らしに役立つ情報が載ったエコライフカレンダー。電気やガ
スなどの使用量がチェックでき、環境家計簿としても使えます。同セ

とよっぴー（2.5kg100 円）やコメの有料配布もあります。

ンターでも配布しています。モニターも募集中。

日時：1/26（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

販売物の紹介
アジェンダ活動に関するものをセンターの受付付近で販売しています。今回は、トイレットペーパーと、豊中の自然に関
する冊子や報告書を紹介します。基本的には常時置いていますが、在庫がない場合もありますのでご了承ください。

トイレットペーパー

豊中の自然に関する冊子や報告書

豊中市、豊中商工会議所とともに、事業所などの機密

自然部会が作成した自然探訪マップ、自然調査の報告

書類をリサイクルしたものです。使用することで紙の

書や、活動に関わりのあった帰化植物図誌など、豊中

循環に繋がります。

の自然に関する冊子の販売を行っています。

・価 格：1 個 80 円

・価 格：100 円～300 円程度

・サイズ：130m の長尺タイプ
・特 徴：紙芯のない省資源タイプ

※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

