
 

   

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月のイベントカレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 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 
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eMIRAIE環境交流センターのおしらせ 

16（土） 

→裏面に続きます！ 
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地域こだわりマルシェ＆野菜市場★ 
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・竹製品などを販売します。
 

日時：7/1（土）10:00～11:30 

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、竹炭プロジェクト 

   豊中市小売商業団体連合会 

1（土） 

（2017年8月） 
 

 

 
 

エコゲームで身に付ける 

コミュニケーション ★ 
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：9/3（日）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：8/31（木）締切、20人（先着順） 

保育：要申込み、8/20（日）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。 

 

自然ふしぎ発見クラブ  
竹のふしぎ発見と竹の子掘りに挑戦 ☆ 
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：4/16（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） 

申込み：4/14（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 

24（日） 

野菜市場 ★ 
豊中の新鮮野菜、豊中の雑木林の保全活動からうまれた竹炭・竹製

品などを販売。8月はこだわり品の販売はありません。
 

日時：8/5（土）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、竹炭プロジェクト 

5（土） 

9/3（日） 

 

リサイクル工作 タイルの壁かけ ★  
工事の現場で使わなくなったタイルに絵を描いて、自分だけの

オリジナルの壁掛けをつくります。 
 

日時：8/12（土）①10:30～11:00、②11:30～12:00 

対象：5歳以上の子ども（小学3年生以下は保護者同伴） 

講師：ツネユキタイル店 常行重男さん 

申込み：8/10（木）締切、各回10人（先着順） 

12（土） 

サイエンスカフェ  

環境おもしろ実験  

合成洗剤と石けんってどう違うの ★  
合成洗剤と石けんの違いについて試験管を使った実験で確認し、

それぞれを使った後の水環境についても考えます。夏休みの自由

研究にぴったりの内容。保護者の方の参加も大歓迎です。 
 

日時：8/19（土）10:00～12:30 

対象：小学3年生～中学生（小学3年生は保護者同伴） 

講師：Wakka 黒河内繁美さん、清水紗弥佳さん 

参加費：1,000円 

申込み：8/1（火）10:00から電話受付、20人（先着順） 

19（土） 

リユースバザー ★ 
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

持参でご参加ください。
 

日時：8/5（土）10:15～13:00 

5（土） 

おもちゃ病院 ★ 
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。 
 

日時：8/12（土）10:00～11:30 

実施：とよなかおもちゃ病院 

12（土） 



リユースびん飲料の販売をしています 
 

暑くなってきましたね。のどがかわいたら、冷たい飲み物はいかがですか。 

センターでは、環境負荷の少ないリユースびんの飲料を3種類、受付で販売し 

ています。館内にはリユースカップもご用意しています。豊中のおやつも販売 

していますので、あわせてご利用ください。 
 

①奈良県産の大和茶「と、わ」 

②能勢酒造の「ジンジャエール」 

③昔なつかし「バヤリース」 

             各120円 

 

 

 

緑のカーテン育成中 
 

センターの裏庭で緑のカーテンを栽培しています。昨年に引き続き、 

ゴーヤやアサガオの栽培もしています。緑のカーテンには日よけの効 

果や葉っぱからの水蒸気による室内外の温度を下げる効果があります。 

また、青々とした葉が見た目にも涼しく、厳しい夏の暑さがやわらい 

で感じられます。涼しくなるまで、緑のカーテンが続く予定です。 

来場される際はぜひ緑のカーテンを見て涼んでください。 

 

 

 

 

 

 

                               

 
  

 

 

 

おもちゃ病院 ★ 
こわれたおもちゃの診察と治療（1人3点まで）。 

無料ですが、部品交換などは実費をいただきます。
 

日時：6/13（土）10:00～12:00（受付は11:30まで） 

13（土） 

おはなし会「わにわに」 ★ 
絵本の読み語りと手作り工作を行います。 

 
日時：12/20（土）10:30～11:30 

対象：未就学児と保護者 

20（木） 

夏休み応援フェア  

子どものための環境の図書展 
 

夏休みの自由研究やリサイクル工作の参考になる環境の本や、環境

をテーマにした絵本などを展示します。 

～ 2（水） 

パネル展のご案内 

リサイクル工作展 作品募集・展示 
家庭の不用品を利用した作品を募集します。優秀作品には賞状と副

賞が、また、応募者全員に参加賞があります。
 

応募対象：豊中市内に住む小学生 

募集期間：～8/6（日） 

※作品と応募用紙をセンターに持参 

展示期間：8/9（水）～8/18（金）※8/14(月)は除く  

 

 

募集情報 

今月のニュース 

今月のニュース！ 



 

 

 

 

 

募集期間：平成2９年（201７年）８月１日（火）～９月３０日（土）消印有効 

                     ※事務局への持ち込みの場合は9月29日（金）17時15分まで 

対  象：豊中市内で環境活動を行っているグループや団体、事業者、学校、施設など 

応募資格：下記の①②どちらかの要件を満たす団体。ただし②の場合は『とよなか市民環 

境会議』構成団体の推薦が必要です。 

                     ①豊中市環境報告書に活動実績が掲載されている団体 

                     ②一定期間の活動実績があり将来にわたり継続する見込みがある団体 

審  査：選考委員会において選考のうえ、受賞団体を決定 

表 彰 式：受賞団体は、平成３０年（201８年）２月に表彰する予定 

 

とよなか市民環境会議（会長：豊中市長 140団体）は、市民の環境活動の輪を広げること 

を目的とし、環境負荷の低減や自然との共生、快適環境の創造などに自主的、積極的に取り組 

んでいる団体を表彰しています。とよなかエコ市民賞は今年度で第11回目を迎えます。 

 

 

 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。 

 

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。 

 

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。 

 

   

                               

     

 

 

 

 

 

 

 よなかエコ市民賞に応募しませんか と 

平成28年度受賞団体 

【お問合せ】 

豊中市環境部環境政策課環境企画係 

〒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 kankyoukeikaku@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 

ここ 

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  TEL:06-6844-8611  

FAX:06-6844-8668 E-mail:office@kankyokoryu.jp  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。 

※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。 

親子で楽しむエコツアー 

わっぱるの森と川で自然を楽しもう 
森の中では歩きながら木の名前を当てるクイズに挑戦。工作では木

や木の実を使った小物作り。そして近くを流れる川で水遊び。自然

と親しみながら楽しい夏の思い出作り。 

 
日時：8/14（月）8:45～16:00 

   市役所第二庁舎 集合・解散（往復無料マイクロバス） 

場所：青少年自然の家わっぱる（能勢町） 

対象：小学生と保護者  

参加費：500円 

（工作参加費100円、おやつ代300円、保険代含む） 

申込み：8/1（火）10:00から電話のみ受付、20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 

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：8/23（水）9:30～12:00 ※雨天中止 

場所：千里中央公園 

申込み：8/20（日）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 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：8/23（水）10:00～11:00 

場所：緑と食品のリサイクルプラザ 

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 

 

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。 

 
日時：8/24（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 

 

 省エネ事業の申込み受付中！ 
 

豊中市は「チャレンジ・マイナス70プラン」の取組みの1つとして、市民向けの省エネ推進事業を行っています。こ

の事業に関する取組みについて、今年度もeMIRAIE環境交流センターで申込みを受付しています。参加者には取組みに応

じて豊中市内の指定の商店街などで使えるエコポイントチケット「とよか」（豊中市発行）を進呈します。 

①家電の省エネ診断（「とよか」500円分進呈） 

②エネルギー「見える化」モニター（「とよか」2,000円分進呈）  

 ③住宅の省エネ診断 （「とよか」500円分進呈） 

※③は、②のオプションとして実施します。 

この事業のホームページ  http://toyonaka5070.jp 

いずれも12月28日まで受付。関心のある方は、eMIRAIE環境交流センターまでお問合せください。 

 

 

赤坂下池 ツバメのねぐら入り観察会 

赤坂下池のヨシ原をねぐらとするツバメたちが、夕暮れの空を旋回

し、ヨシ原に入る姿を観察します。 
 

日時：8/5（土）18:00～19:30 現地解散 

   大阪モノレール柴原駅南側階段下集合 

場所：赤坂下池 

申込み：8/3（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 

 

tel:06-6844-8611
http://toyonaka5070.jp/

