（2017 年 3 月）

eMIRAIE 環境交流センターのおしらせ
3 月のイベントカレンダー
日

月
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23★
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26★

27☆

28★
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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

3/5（日）は、ネーミングライツパートナーの（株）アーバンプランニングの利用のため、貸切となります。
窓口は通常通り業務ですが、交流フロアや会議室、図書・資料室の利用はできませんので、ご注意ください。

～3（金）
（土） 。
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

野菜の栽培講習会

展示期間：3/3（金）まで 9:00～17:00（休館日を除く）

日時：3/4（土）10:00～12:00

抽選：3/4（土）10:30 に抽選。搬出は各自。

場所：くらしかん

申込み：展示期間中にセンターで受付（申込用紙に記入）

講師：とよっぴー農園長 柳澤俊治さん

リユースコーナー

★

4（土）

☆

春・夏野菜を楽しく育てるノウハウを学びます。

参加費：100 円

地域こだわり品と野菜市場

4（土）

★

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

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・

4（土）

竹製品などを販売します。

自然学習講座

日時：3/4（土）10:00～11:30

「生物多様性に優れた自治体とは」

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21

生物多様性自治体ランキングの公表に携わった方から、全国の自治
体の取り組み状況や、豊中市の評価について伺います。

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

日時：3/4（土）14:00～16:00

11（土）

環境コミュニケーション講座

環境だよ全員集合

★

講師：三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング（株）
主任研究員 沼田壮人さん
申込み：当日13:00 締切、40 人（先着順）

★

環境を巡る様々な人・物・生きものの気持ちや立場を、表現しなが

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 自然部会

ら疑似体験します。見方や感じ方の多様性と共通性に気付けます。

おはなし会「わにわに」

日時：3/11（土）10:00～16:00
講師：身体でイメージを形にするワークショップ主宰 松田裕樹さん

★

12（日）

絵本の読み語りと手作り工作を行います。

参加費：500 円

日時：3/12（日）10:30～11:30

申込み：3/9（木）締切、15 人（先着順）

対象：未就学児と保護者
実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 企画屋本舗

18（土）

修理体験講座

やってみよう 電池のおもちゃ修理

→裏面に続きます！

★

電池のおもちゃの基本の修理を学び、自分のおもちゃを修理します。
日時：3/18（土）9:30～11:30
講師：とよなかおもちゃ病院

参加費：100 円

申込み：3/16（木）締切、8 人（先着順）
※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。

！

18（土）

18（土）
チャレンジ
野菜くずの堆肥化をはじめませんか ☆

自然ふしぎ発見クラブ

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。

千里東町公園・千里中央公園で水鳥や冬芽の観察をします。

日時：3/18（土）10:00～11:30

日時：3/18（土）9:30～12:00（千里中央公園解散）

のんびりと自然観察

☆

千里文化センター「コラボ」前集合

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

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：3/16（木）締切、20 人（先着順）

地球とつながるコーヒー塾

★

23（木）

環境と社会を守るコーヒーの選び方を学びます。春風珈琲さんによ
るエクアドルの森とコーヒー生産者のお話し付き。

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 自然部会

エコショップを体験しよう

日時：3/23（木）13:00～16:00

23（木）

3R 実践市民講座
★

いけだエコミュージアムの取り組みを参考にして、リユースのお

講師：春風珈琲 日下部伸行さん

店の企画を考えます。

参加費：500 円（コーヒーの試飲体験あり）

日時：3/23（木）10:00～11:30

申込み：3/17（金）締切、10 人（先着順）

講師：いけだエコスタッフ理事長 庄田佳保里さん

「カメ類調査豊中」
報告会と交流会 ★

25（土）

申込み：3/20（祝）締切、30 人（先着順）
保育：要申込み、3/10（金）締切

在来種のイシガメ、クサガメ、外来種のアカミミガメなど、カメ類

種まきシアター

の生息の今について、市民調査員が調べた結果を報告します。

「マネーアンドライフ」上映会

日時：3/25（土）14:00～16:00

お金の歴史や仕組み、使い方を問い、地球全体をハッピーにする新

申込み：3/23（木）締切、40 人（先着順）

たなお金のストーリーのドキュメンタリーを上映します。

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 自然部会

26（日）、27（月）
自分で作っておいしい子どもクッキング ★
ESD セミナー

26（日）
★

日時：3/26（日）14:00～16:00
参加費：500 円（中学生以下は無料）
申込み：3/24（金）締切、40 人（先着順）
共催：あしたの暮らし

食べ物や栄養を学びながら果物ジュースや昼ごはんを作ります。
日時：① 3/26（日）10:00～12:00
糖分や添加物についての実験や献立作り
② 3/27（月）10:00～14:00

28（火）

自然工作

竹でいろいろな動物をつくろう

★

自然の中の材料を使って、動物の作品3 点を作ります。

昼ごはん作り
場所：① eMIRAIE 環境交流センター
② 中央公民館
講師：① 開発教育協会 佐藤友紀さん
② 管理栄養士 三崎恵子さん
対象：両日参加できる小学生
参加費：500 円

日時：3/28（火）10:30～12:00
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
申込み：3/23（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、竹炭プロジェクト

申込み：3/24（金）締切、15 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

募集情報

展示情報

リユースバザー出店者募集

環境ギャラリー

4/1（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14 店（専門業者、または 3 回連続の出店不可）

あの日を忘れない！
～いのちと環境を守り、未来につなごう～

参加費：500 円

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

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）

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。

①「4 月1 日バザー参加」、②住所、③名前（ふりがな）、④電話

日時：2/22（水）～3/20（祝）

番号、⑤参加人数、⑥バザーチラシの希望枚数

共催：福島プロジェクト豊中

3/10（金）必着（持参不可）、抽選あり、結果は当選者のみ通知

自 然やまちなみを大切に！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「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」を目標にかかげ、質の高いみどりの保全・創造に
努めるとともに、歴史や文化、まちなみなど、これまで豊中市ではぐくまれてきた地域の特性を
活かした個性豊かなまちづくりを進めています。その中で「みどり」に注目すると・・・
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「みどり率」は、平成 27 年度（2015 年度）の緑被量調査の結果、25.7％となり、目標
達成のめやすに到達しました。平成 32 年度（2020 年度）の「みどり率」27.0％の達成に
向けて、環境配慮指針に基づく緑化協議や適正な維持管理を推進するなど、引き続きみどり
を守り育てるための取組みが求められます。
「みどり率」とは・・・
（樹林・樹木・草地・農地・水面・屋上緑化）の面積が市域に占める割合

自然やまちなみを大切にするために、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、豊中らしいまちなみが
はぐくまれたまちをめざして、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。

●豊中市内の身近な自然を調べ、情報を共有して交流し合おう
●近くの公園や社寺林、緑地などで葉ずれ、鳥の声、虫の音に耳をすまそう
●農家などと交流し、農地や竹林の保全のしくみづくりを進めよう
●多様な生き物がすむ豊中の里地、里山を大切にしよう
●市民の共有財産である公園、街路、学校などの樹木の大切さを見直し、
管理や剪定の方法を考え直そう
●宅地を造成したり、建物を建てるときは、もとの地形や自然を残そう
●庭や敷地の土の面はできるだけ多く残して、雨が地面にしみ込むようにしよう
●落ち葉や剪定枝は堆肥にして自然に戻そう
●在来の生態系をおびやかす外来生物は放さないでおこう
●キツネやタヌキなどの生息空間、希少植物の生息地を大切にし、保全し続けよう
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
環境に関する市民ワークショップ

とよっぴーの有料配布

市民の行動計画を作ろう

とよっぴーの使い方相談もあります。

市民・事業者・行政の行動計画「豊中アジェンダ 21」などを中心に、
気軽に参加できる場で詳しく考えます、

日時：3/11（土）、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

日時：3/9（木）13:30～15:30
場所：千里文化センター「コラボ」
対象：16 歳以上

とよっぴー地産地消採りたて野菜市

申込み：3/8（水）締切、30 人

とよっぴー（2.5kg100 円）やコメの有料配布もあります。

主催：豊中市・とよなか市民環境会議
日時：3/23（木）10:00～売り切れ次第終了
場所：さわ病院

竹炭焼き体験
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 花と緑のネットワーク

とよっぴー農園

日時：火入れ 3/22（水）9:00～12:00
窯出し 3/23（木）9:30～12:00

親子でファミリーファーム週末野菜作り

※雨天の場合は翌日

秋野菜の栽培・収穫、ミニ田んぼでの米作りを行います。

場所：千里中央公園 野外炊さん場
日時：4～11 月の第１・第3 土曜日 10:00～14:00

申込み：3/20（祝）締切、10 人（先着順）

※3/4（土）11:00～12:00 現地見学会（希望者）を実施

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：緑と食品のリサイクルプラザ

食べ物は命の糧 フードバンク学習会

対象：小学生以下の子どもと保護者

食品流通や家庭からの食品ロスの現状を知り、フードバンクの取り組

定員：10 組

みについて学びます。

参加費：月2,500 円（月ごとの前払い）
申込み：往復はがきに下記を記入しセンターに郵送

日時：4/5（水）13:00～15:00

①催し名、②住所、③参加者全員の名前と代表者名（返信用も）

講師：フードバンク関西理事長 浅葉めぐみさん
申込み：3/31（金）締切、30 人（先着順）

④電話番号、⑤子どもの年齢
3/11（土）消印有効、抽選あり、見学会での申込みも可

共催：生活協同組合コープこうべ

無農薬・やさい栽培実践講座
一人当たり 15m²の区画で、農薬や化学肥料を使わない家庭菜園作りに
挑戦。露地栽培、堆肥作り、タネの育苗、収穫物の保存を学びます。
日時：4～12 月の火曜・土曜日 9:30～12:00
場所：緑と食品のリサイクルプラザ
定員：6 人
参加費：15,000 円（年2 回の分割払い）
申込み：3/11（土）、14（火）、18（土）10:00～11:00 に、
緑と食品のリサイクルプラザで来館受付、定員を超えれば抽選

※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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