（2017 年 4 月）

eMIRAIE 環境交流センターのおしらせ
4 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
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行事がある日
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★:環境交流センター内
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27★
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29

☆:環境交流センター外

30

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）

家庭で不用になった衣類や小物などのバザーです。エコバック持参

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・

でご参加ください。

竹製品などを販売します。

日時：4/1（土）10:15～13:00

日時：4/1（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）

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

こわれたおもちゃの診察と治療（1 世帯1 点のみ）
原則無料ですが、部品交換などは実費をいただきます。

11（火）

春の自然観察会

日時：4/8（土）10:00～11:30

千里緑地へ植物観察

実施：とよなかおもちゃ病院

☆

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。

15（土）
チャレンジ
野菜くずの堆肥化をはじめませんか ☆

日時：4/11（火）9:30～12:00（千里緑地解散）

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。

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 自然部会

千里文化センター「コラボ」集合
申込み：4/9（日）締切、20 人（先着順）

日時：4/15（土）10:00～11:30
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

整理収納サークル（月1 連続講座）★

15（土）
竹のふしぎ発見とタケノコ掘りに挑戦 ☆
自然ふしぎ発見クラブ

27（木）

整理収納のコツを聞き、自宅の整理収納をすすめ、モノを活かして
手放す方法をみんなで考えます。
日時：4/27（木）9:30～12:00

千里中央公園の竹林に入って、竹林の観察とタケノコについて学び
ます。
日時：4/15（土）9:30～12:00
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）

5/25（木）10:00～12:00

申込み：4/13（木）締切、30 人（先着順）

6/22（木）10:00～12:00

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 自然部会

講師：整理収納アドバイザー 尾山敬子さん
参加費：各回800 円

→裏面に続きます！

申込み：4/26（水）締切、7 人（先着順）
保育：要申込み、各回2 週間前に締切
※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
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

とよっぴー農園サポーター募集
イモ堀りイベントのための簡単な農作業。粗品進呈。
日時：5 月～10 月の月1～2 回の金曜 9:30～11:30
場所：緑と食品のリサイクルプラザ
参加費：300 円
申込み：4/5（水）から電話受付、10 人（先着順）

パネル展のご案内

環境ギャラリー

4/21（金）～5/11（木）

ファンクラブ交流会の報告
2/25（土）に開催したファンクラブ交流会の報告です。
ファンクラブメンバーから出たセンターの活用のアイデアと、当日
の様子の写真などを展示します。

今月のニュース！

図書・資料室が変わりました！
市民に親しまれる施設をめざし、ファンクラブメンバーなどと一緒に施設
のデザインを考えるワークショップを行っています。2/13（月）の第 4 回
ワークショップでは、図書・資料室をテーマに配置を大きく変更しました。
図書を利用される方からは「これまでよりも落ち着いて本を選べるようにな
った」という声を頂いています。これからも、このような機会をつくってい
きますので、関心のある方はぜひご参加ください。

今月のニュース！

新着図書のご案内
4 月から新たに以下の図書が入りました。いずれも、センター内での閲覧や貸出ができます。なお、図書の
貸出について、詳しくは受付でお気軽にお声かけください。
★主な新着図書
・平成 28 年版 環境白書/循環型社会白書/生物多様性白書（日経印刷株式会社）
・SDGs と開発教育～持続可能な開発目標のための学び～（学文社）
・ミレニアム開発目標 世界から貧しさをなくす 8 つの方法 （合同ブックレット）
・クライメート・ジャスティス 温暖化対策と国際交渉の政治・経済・哲学 （日本評論社）
・シティ・ファーマー～世界の都市で始まる食料自給革命～（白水社）
・世界のエコビレッジ～持続可能性の新しいフロンティア～ (シューマッハー叢書）
・世界から飢餓を終わらせるための 30 の方法 （ハンガー・フリー・ワールド）
・さらば、食料廃棄 捨てない挑戦 （春秋社）

豊 中の環境基準の達成状況を見てみよう！
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。そのなかで、大気環境、水環境、土壌環
境への負荷が自然の物質循環を損なうことのない健全なまちをめざすための目標として「
「環境基
準達成状況 100％で快適な都市環境をめざす。
」をかかげており、環境基準の達成状況をグラフ
100％で快適な都市環境をめざす。
を公表しています。
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【このグラフから分かること】
平成 26 年度（2014 年度）と比較すると大気の達成状況が改善し、ダイオキシン類は目標を達成
しています。一方で、水質、道路騒音、航空機騒音については横ばいの状況が続いており、引き続き、
事業所に対する指導啓発などが求められます。

豊中市の航空機騒音の環境基準達成状況は、０％が続いているけれど、ずっと改善されていないの？

左のグラフに見られるように、近
年は全ての測定地点で横ばいの状
態が続いていますが、これまでさ
まざまな取組みを継続的に行った
結果、長期的には航空機騒音は改
善されてきています。
※利倉センター、原田セ
ンター、豊南小学校の
平成 24 年度（2012
年度）までの騒音値は
暦年値です。
※平成 25 年（2013 年）
４月１日から環境基
準は Lden 評価となっ
ていますが、経年変化
をみるために、平成
25 年度（2013 年度）
以降も WECPNL で表
現しています。

航空機騒音改善のための
航空機騒音改善のための取組み
騒音改善のための取組み

★航空機の機材改良や低騒音機の
導入
★総発着回数や運用時間の規制
★着陸時のタイミングや空気抵

抗をできるだけ減らすなど運
航方法の改善

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
とよっぴーの使い方相談もあります。（詳細は下記を参照）

レッドデータブック豊中
希少種植物調査報告会

日時：4/8（土）、26（水）10:00～11:00

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

場所：緑と食品のリサイクルプラザ

みについて学びます。

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

日時：4/8（土）14:00～16:00

とよっぴーの有料配布

場所：くらしかん

竹炭焼き体験

申込み：4/6（木）締切、30 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 自然部会

日時：火入れ 4/10（月）9:00～12:00

機密書類リサイクル参加者募集

窯出し 4/11（火）9:30～12:00

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

※雨天の場合は翌日

トペーパーへリサイクルします。

場所：千里中央公園 野外炊さん場
申込み：4/8（土）締切、10 人（先着順）

日時：4/20（木）9:30～11:00

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：クリーンランド
参加費：1kg あたり 15 円（100kg 未満は別途手数料300 円）

とよっぴー地産地消採りたて野菜市

申込み：4/13（木）締切

とよっぴー（2.5kg100 円）やコメの有料配布もあります。

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 事業部会

日時：4/27（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

緑と食品のリサイクルプラザのご案内
当センターでは、学校給食の調理くずや食べ残しなど
の生ごみに、街路樹などの剪定枝を混ぜて作られた土壌

平成 29 年度とよっぴー頒布日（10:00～11:00）

改良剤「とよっぴー」の 2.5kg の小袋を常時、有料配布
（1 日 1 人 3 袋まで）しています。その他に、月に 2 回
のみ、10:00～11:00 まで緑と食品のリサイクルプラザ

4/8（土）、26（水）

10/14（土）、25（水）

5/13（土）、24（水）

11/11（土）、22（水）

6/10（土）、28（水）

※12 月は休み

7/8（土）

※1 月は休み

8/23（水）

2/10（土）、28（水）

9/9（土）、27（水）

3/10（土）、28（水）

にて、10kg の大袋を有料配布（1 人 7 袋まで）していま
す。これからの植え替えの季節に、たくさんの量が必要
な方は、プラザの有料配布もご利用ください。

※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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