（2017 年 2 月）

eMIRAIE 環境交流センターのおしらせ
2 月のイベントカレンダー
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休館日：網掛け

5

地域こだわり品と野菜市場

★

4（土）

リユースバザー

行事がある日
★:環境交流センター内
☆:環境交流センター外

4（土）

★

豊中でがんばるお店のこだわり品、豊中の新鮮野菜、豊中の竹炭・

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

竹製品、しょうない REK のリサイクル本などを販売します。

でご参加ください。

日時：2/4（土）10:00～11:30

日時：2/4（土）10:15～13:00

※リサイクル本の販売は 12:00 まで
実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21

9（木）

リサイクル工作

花と緑のネットワーク、竹炭プロジェクト

着物地で作るうさぎのおひなさま

豊中市小売商業団体連合会

★

端切れを手縫いし、うさぎのお内裏さまとおひなさまを作ります。

しょうない REK

日時：2/9（木）13:00～15:30

リユースコーナー

★

8（水）～3/3（金）

講師：そね 21 の会レディース

（土）

参加費：600 円（材料代込み）

臨時ごみの中から使える家具等を展示。希望者に抽選で提供します。

申込み：2/7（火）締切、17 人＋FC 枠3 人（先着順）

展示期間：2/8（水）～3/3（金）9:00～17:00（休館日を除く）
抽選：3/4（土）10:30 に抽選。搬出は各自。

みんなでエコゲーム大会

申込み：展示期間中にセンターで受付（申込用紙に記入）

★

11（祝）

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、

おもちゃ病院

★

11（祝）

どの時間帯にきてもらっても OK です。１人での参加、大人だけの
参加も歓迎。

こわれたおもちゃの診察と治療（1 人3 点まで）
日時：2/11（祝）11:00～16:00（開催時間中の出入り自由）

原則無料ですが、部品交換などは実費をいただきます。

講師：あそび文化研究所所長 畑直樹さん
日時：2/11（祝）10:00～11:30

チャレンジ 野菜くずの堆肥化を
はじめませんか ☆

対象：4 歳以上（大人も可）

18（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：2/18（土）10:00～11:30

地球温暖化防止イベント

★

18（土）

第1 部 第10 回とよなかエコ市民賞2016 表彰式・発表会
第2 部 ①発表「わが家の省エネ自慢」
②講演「パリ協定で変わる豊中と私たちのくらし」
講師 田浦健朗さん

場所：くらしかん

（認定特定非営利活動法人 気候ネットワーク）

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：2/18（土）13:00～16:00
定員：100 人
保育：要申込み、2/8（水）締切
※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

→裏面に続きます！

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。

ファンクラブ交流会

25（土）

★

26（日）

種まきシアター

年に一度、開催している、センターのファンクラブメンバーの交

「木の来た道」上映会

流会です。第一部ではナゾ解きイベントを開催、第二部はメンバ

私たちの消費と木材製品について考えるドキュメンタリー。

ーの懇親会を予定しています。子どもから大人までご参加いただ

日時：2/26（日）14:00～16:00

けます。

参加費：500 円（中学生以下は無料）

日 時：２/25（土）13:00～15:30

申込み：2/24（金）締切、40 人（先着順）

内 容：①謎解きゲーム

共催：あしたの暮らし

★

②みんなでワイワイ！懇親会
対 象：ファンクラブメンバー、または当日にご入会頂ける方

野菜の栽培講習会

申込み：2/19（日）締切、50 人（先着順）

夏野菜を楽しく育てるノウハウを学びます。

※ファンクラブは小学生以上が対象ですが、幼児を連れてご参加
いただけます。
※メンバーでないご友人やご家族も一緒にご参加いただけます
が、その方も入会をお願いします。

☆

3/4（土）
（土）

日時：3/4（土）10:00～12:00
場所：くらしかん
講師：とよっぴー農園長 柳澤俊治さん
参加費：100 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

展示情報

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

環境ギャラリー

あなたのお家のごみ袋はどのサイズ？

あの日を忘れない！
～いのちと環境を守り、未来につなごう～

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、地域で
使えるリユース・リサイクル先や資源寄付先の紹介を行います。

自然災害をテーマとした展示を行います。阪神・淡路大震災、東日

期間：1/20（金）～2/16（木）（休館日を除く）

本大震災をふりかえります。南海トラフ大地震の展示もあります。
日時：2/22（水）～3/20（祝）
共催：福島プロジェクト豊中

今月のニュース

来場者アンケートにご協力ください
2 月8 日（水）から 28 日（火）まで、来場者アンケートを実施します。このアンケートはよりよい施設管理・
運営に役立てていくため、日頃センターを利用されている方にご意見をいただくためのものです。ご協力いただ
いた方の中から抽選で 10 人に 500 円分の図書カードを進呈します。抽選を希望される場合は応募用紙もご記入く
ださい。中学生以下の方には子どもアンケートをお配りし、回答された方には粗品を進呈します。ご協力よろし
くお願いします。

今月のニュース

不用品交換コミュニティボードのページ変更
センターでは、豊中市在住・在勤の方（高校生以上）を対象に、まだ使える不用品を誰かに譲ったり、譲っても
らうための情報掲示板「不要品交換コミュニティボード」を設けています。不用品の情報は、館内の掲示板とイン
ターネットに掲載しています。この度、掲載するページを変更することになりましたので、お気に入りに登録さ
れている方は登録の変更をお願いします。（http://reuse.kankyokoryu.jp/）
なお、不用品交換の申込みについての詳細や手順はセンターのホームページに掲載していますので、ご利用の
際は併せてご覧くださいますよう、お願いします。

と よなかエコ市民賞表彰式に、ぜひお越しください！！
平成 29 年（2017 年）２月 18 日（土）13：00～

豊中市立ｅMIRAIE 環境交流センターで

「とよなかエコ市民賞表彰式」と「受賞団体の活動発表」が行われますので、ぜひお越しください！！
「とよなかエコ市民賞」は、平成 19 年度（2007 年度）に「とよなか市民環境会議」
（会長：淺利 敬一郎 豊中市長）により、市内で環境活動に自主的、積極的に取り組み、模範となる
団体を表彰するため創設されました。今年度は第 10 回目をむかえ、温暖化防止や省エネルギーの
推進・循環型社会形成、自然環境の保全などに取り組む 3 団体が選ばれました。

大阪大学環境サークルGECS
「
『学生』という立場から環境問題の改善に貢献す
る」ことを理念に掲げ、環境問題、社会問題を自らの
こととして受け止め、地域で暮らしていくなかで住
民とふれあい、共に手を取り合いながら、さまざま
な環境問題の改善に取り組んでいます。

生活協同組合コープこうべ
マイバッグ運動やリサイクル運動、廃棄物の削減
などの取組みをはじめ、省エネ等に関する学習会、
食と環境のかかわりを学ぶ体験学習などを実施して
いる。また、再生可能エネルギーの普及を目的とし
た太陽光発電の電力供給事業についても積極的に進

めています。

とよなか消費者協会
さまざまな消費者問題に取り組むなかで、とりわ
け環境問題には当初から力を注ぎ、市内でのごみ減
量・リサイクルや、環境に関する講座や講演会、学
習、調査、啓発活動など多岐にわたる活動を設立以
来継続的に行っています。

14：30～は 発表「わが家の省エネ自慢」 講演「パリ協定で変わる豊中
と私たちのくらし～明日のくらしとエネルギーを考える～」を開催します。
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：06-6858-2106 FAX：06-6842-2802 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
わいわいクラブ

とよっぴーの有料配布

牛乳パックでペン立て作り

とよっぴーの使い方相談もあります。

牛乳パックをリサイクルして、エコでおしゃれなペン立てを作りま
す。区切りが付いていて文具の整理にも便利です。
日時：2/10（金）10:00～12:00

日時：2/11（祝）、22（水）10:00～11:00
場所：緑と食品のリサイクルプラザ
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：環境交流センター
参加費：300 円

竹炭焼き体験

申込み：2/3（金）から電話受付、10 人（先着順）

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。

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 生活部会
日時：火入れ 2/22（水）9:00～12:00
窯出し 2/23（木）9:30～12:00

写真で元気 写真撮影とアルバム作り
環境をテーマにした写真撮影とアルバム作りをします。

※雨天の場合は翌日
場所：千里中央公園 野外炊さん場

日時：2/19（日）13:30～16:30

申込み：2/19（日）締切、10 人（先着順）

講師：日本写真療法家協会 塩見光夫

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

場所：環境交流センター集合、撮影は原田しろあと館など
参加費：500 円

とよっぴー展 人の輪・資源の輪・循環の輪

申込み：2/1（水）10:00 から受付、6 人（先着順）

とよっぴーや、食育、環境教育活動の紹介を行う展示です。とよっぴ

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 企画屋本舗

ーの試供品（300g）のプレゼント（各日50 人）。

とよっぴー地産地消採りたて野菜市

日時：2/23（木）～24（金）10:00～16:00
※24（金）は 15:00 まで

とよっぴー（2.5kg100 円）やコメの有料配布もあります。

場所：市役所第二庁舎1 階ロビー

日時：2/23（木）10:00～売り切れ次第終了

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：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

お店の省エネってどんなこと
省エネ診断に参加した事業所を訪問し、省エネポイントについて学び
ます。参加者にエコポイントチケット「とよか」300 円分を進呈。
日時：2/22（水）14:00～16:00
場所：市役所第二庁舎1 階ロビー集合
申込み：2/19（日）締切、15 人（先着順）

※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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