（2017 年 6 月）

eMIRAIE 環境交流センターのおしらせ
6 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

6/25（日）は、施設の特別な利用のため貸切となります。会議室、交流フロア、図書・資料室は使えません。
飲み物や大型プリンターもお休みします。受付での手続きや電話対応はいつも通り行います。

リユースバザー

3（土）

★

地域こだわりマルシェ＆野菜市場

3（土）

★

家庭で不用になった衣類や小物などのバザーです。

豊中でがんばるお店のこだわり品、豊中の新鮮野菜、

エコバック持参でご参加ください。

豊中の竹炭・竹製品などを販売します。

日時：6/3（土）10:15～13:00

日時：6/3（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

10（土）

★

こわれたおもちゃの診察と治療（1 世帯1 点のみ）

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

原則無料ですが、部品交換などは実費をいただきます。

11（日）

自然学習講座

日時：6/10（土）10:00～11:30

不思議いっぱいアリの生活

実施：とよなかおもちゃ病院

☆

高度な社会性をもつ昆虫、アリ。「植物や他の昆虫と深い関係性を

リユースコーナー

★

10（土）～7/15（土）

豊中市伊丹市クリーンランドにごみとして持ち込まれた物の中か
ら、まだ使える家具などを展示。希望者に無料で譲ります。
展示期間：6/10（土）～7/15（土）9:00～17:00
〈休館日と 6/25（日）は除く。7/15 は 13:30 まで〉
抽選：7/15（土）14:00 に抽選。搬出は各自
申込み：展示期間中にセンターで受付（申込用紙に記入）

ゴーヤで緑のカーテン作り

★

13（火）

ゴーヤを育て、壁面緑化で温暖化を防止しましょう。
ゴーヤの苗の配布もあります。

もつアリ」、「絶滅危惧種のチョウの保全に不可欠なアリ」など
不思議いっぱいのアリ・ワールドをご紹介します。
日時：6/11（日）14:00～16:00
場所：中央公民館
講師：大阪府立大学大学院 助教 上田昇平さん
申込み：6/9（金）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

余り布で作る扇子ケース

★

15（木）

自分の扇子に合わせて、端切れを活用して手縫いします。
初心者の方、大歓迎です。
日時：6/15（木）13:00～15:30

日時：6/13（火）10:00～11:30

講師：そね 21 の会レディース

講師：豊中みどりの交流会ほか

参加費：400 円

参加費：100 円

申込み：6/13（火）締切、18 人（先着順）＋FC 枠2 人

申込み：6/9（金）締切、20 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

→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。

17（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。

24（土）
文化芸術センターと周辺の自然や緑を
見てみよう ☆
自然ふしぎ発見クラブ

昨年完成した豊中文化芸術センターでマチカネワニに出会いまし

日時：6/17（土）10:00～11:30

ょう。屋上テラスから二本松や自然の緑と阪急電車・飛行機がよく

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

見えます。
日時：6/24（土）10:00～12:00
文化芸術センター前集合

パネル展のご案内

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：6/22（木）締切、20 人（先着順）

環境ギャラリー

～6/4（日）

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 自然部会

フェアトレード！
～普段の買い物から考える国際協力～
発展途上国の生産者のくらしを支える「フェアトレード」のしくみ
について学ぶパネルを展示します。

か

今月のニュース！

貸し傘やっています！
梅雨が近づくこの季節。急に雨が降ってきたけど傘がない！という時には、センターの貸し傘をご利用くださ
い。窓口にお越し頂いたら、どなたでも無料で貸出しています。ご利用後は、必ずご返却下さいね。
当センターの貸し傘は、「そね21の会」と連携し、阪急曽根駅西側のお弁当屋さん「ホットフーズ」横の貸し傘
スタンドと相互利用ができるようになっています。センターで借りて「ホットフーズ」横に傘を返す、あるいは
「ホットフーズ」横で借りて、センターで返すことができます。

貸し傘として使用する傘の寄贈も受け付けています。
◆集めている傘◆

◇回収対象外のもの◇

・家で不用になった傘

・穴があいている傘

・折りたたみ傘も可

・骨が折れている傘

・サビついている傘
・子ども用の傘
・日傘

よ りよい環境をめざしてパートナーシップで取り組もう！
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「よりよい環境をめざして多様
な主体のパートナーシップで取り組む」を目標にかかげています。豊中市では早くから、市民・事業
者・行政のパートナーシップによる取組みを進めてきました。今後も、それぞれの責任と役割分担を
明確にしながらパートナーシップで取組みを進めていきます。
５つの評価指標と進捗状況
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【左のグラフから分かること】
市民団体の環境活動の取組
市民団体の環境活動の取組み事例
み事例数 件

数は微増したものの、そのほかは横
ISO、EA２１等環境マネジメン
ばいもしくは減少傾向となりまし
トシステムを取得している市

内事業所数 件
た。
事業者の環境活動の取組み
今後は、より一層パートナーシップ
事例数 件

を深め、家庭、学校、職場、地域そ
行政の環境関連施策・事業
の他のあらゆる場で、
市民、事業者、
数件

行政が一層環境への取組みを実践
実際に環境に関する取組み
していくために、環境について知
をしている人の割合 ％

り、学ぶ機会などを提供し、意識の
向上を図ることが大切です。

よりよい環境をめざして、こんな取組みをしています。
〇とよなか市民環境展
NPO 法人とよなか市民環境会議アジェンダ２１の主催、とよなか市
民環境会議および市の環境部局の共催で毎年実施しています。昨年度
は「明日につなげるやさしいくらし」をテーマに、様々な団体の展示・
実演がありました。
〇交通環境学習「クルマ大集合」
交通手段が地球温暖化に与える影響を学び、一人ひとりの行動につな
げるきっかけづくりのために、小学校向けの交通環境学習「クルマ大集
合」を実施しています。
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
TEL：06-6858-2106 FAX：06-6842-2802

凡例
●
◆
■
▲
×

〒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
事業者向けセミナー

地域貢献とビジネスにつなげる
生物多様性の取り組み

とよっぴーの有料配布
とよっぴーの使い方相談もあります。
日時：6/10（土）、28（水）10:00～11:00

ビジネスに生かす生物多様性の取り組みについて、

場所：緑と食品のリサイクルプラザ

お話を伺うとともに豊中市内の事業者の先進事例も紹介します。

費用：10 ㎏ 200 円（1 人7 袋まで）
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：6/8（木）14:00～16:00
講師：三菱UFJ リサーチ&コンサルティング 桝田 陽介さん
申込み：6/7（水）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 事業部会

竹切り体験
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。
日時：6/15（木）9:30～12:00 ※雨天中止

写真で元気

場所：千里中央公園

撮った写真であなただけの
オリジナル・クラフト作り

申込み：6/13（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 竹炭プロジェクト

身近な環境をテーマに、曽根かいわいの写真撮影とクラフト作りを
します。

わいわいクラブ

ゴキブリ駆除剤のホウ酸だんご作り

日時：6/11（日）13:00～16:45

小麦粉、玉ねぎなどの身体に害のない材料で、ホウ酸だんごを作りま

場所：環境交流センター集合、曽根かいわい

す。「1 年くらいゴキブリの顔を見ていない」と好評です。

講師：日本写真療法家協会 塩見光夫さん
参加費：500 円

日時：6/16（金）10:00～11:30

申込み：6/1（木）から受付、6 人（先着順）

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 企画屋本舗

講師：市婦人団体連絡協議会会員
参加費：400 円

とよっぴー地産地消採りたて野菜市
とよっぴー（2.5kg100 円）やコメの有料配布もあります。

申込み：6/9（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 生活部会

日時：6/22（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

※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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