（2017 年 10 月）

eMIRAIE 環境交流センターのおしらせ
10 月のイベントカレンダー
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★:環境交流センター内
☆:環境交流センター外

地域こだわりマルシェ＆野菜市場

7（土）

★

リユースバザー

7（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

家庭で不用になった衣類や小物などの販売です。エコバック持参

炭・竹製品などを販売します。

でご参加ください。

日時：10/7（土）10:00～11:30

日時：10/7（土）10:15～13:00

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

おもちゃ病院

19（木）

リサイクル工作

豊中市小売商業団体連合会

はぎれで作る便利なマルチケース
14（土）

★

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。

★

病院、銀行、母子検診など多用途に使えるケースをミシンと手縫
いで作ります。
日時：10/19（木）13:00～15:30
講師：そね 21 の会レディース

日時：10/14（土）10:00～11:30

参加費：400 円

実施：とよなかおもちゃ病院

申込み：10/17（火）締切、15 人+FC 枠2 人（先着順）

自然ふしぎ発見クラブ

千里川の川原で石ころ調べ

21（土）
☆

箕面山地を上流とする千里川は豊中市北部を流れ、南西部の猪名川
に合流しています。今回は中流域の箕輪橋付近の川原で好きな石こ
ろ拾いをしながら「川と水と自然のふしぎ」を発見します。
日時：10/21（土）9:30～11:30 現地解散
阪急豊中駅きたしん豊中広場集合

みんなでエコゲーム大会

★

22（日）

電源を使わないエコゲームであそびます。出入り自由なので、
どの時間帯にきても OK。1 人での参加、大人だけの参加も大歓迎
です。ゲームを通してみんなで楽しく交流しましょう。
日時：10/22（日）11:00～16:00
講師：あそび文化研究所所長 畑直樹さん
対象：4 歳以上（大人も可）

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：10/19（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

→裏面に続きます！
※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。

やさい栽培講習会

野菜の連作障害対策と
環境にやさしい病害虫防除法

28（土）
★

現在、大阪府高齢者大学校「野菜・花・樹木を育て楽しむ科」講師で
園芸アドバイザーの服部和雄さんから、長年の実践をもとにした面
白くためになるお話です。
日時：10/28（土）13:30～15:30
講師：園芸アドバイザー 服部和雄さん
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

今月のニュース！

おすすめ図書のご案内
夏の暑さもひと段落し、夜も過ごしやすくなってきましたね。秋は気候もよく読書やお出かけに最適な季節。そこ
で、センターで所蔵している環境に関する絵本の中から、秋のおでかけに参考になりそうな図書を 2 つご紹介します。
『ひろった・あつめた ぼくのドングリ図鑑』
盛口満（絵・文） 岩崎書店

『にわさきのむし しゃがんでみつけた』
小林俊樹（文） たかはしきよし（絵） 福音館書店

日本で一番小さいドングリから、世界で一番大きい

かたつむり・なめくじ・みみず・むかで・だんご

ドングリまで、１つひとつ違うドングリのことを知

むし・やすで・はさみむし・まいまいかぶり・ごみ

ることができる本。国連生物多様性の 10 年日本委員会

むし・じぐもといった、お散歩で出会う虫たちの生

（ＵＮＤＢ-Ｊ）推薦「子供向け図書」（愛称：「生

態を子どもと一緒に楽しく学べる本です。

物多様性の本箱」～みんなが生きものとつながる100
冊～）の中の 1 冊にも選ばれています。

今月のニュース！

省エネ対策で受付に窓をつけました
冬の寒さや省エネ対策などのため、受付
に窓をつけました。これまでよりも、ふさ
がれる部分が増えるため、ご不便をおかけ
することもあるかもしれません。何かあり
ましたら、これまでと変わらずお気軽にお
声かけください。

と

よなかの環境・中間報告～2016 年度速報版～にご意見をお寄せください

豊中市では、毎年、環境報告書「とよなかの環境」を発行しています。今年度も９月11 日に「とよなかの環境・中間報告～2016 年度速報
版～」を公表しました。市域における環境の状況や、環境を良くするための取り組み等を掲載しています。ぜひご覧いただき、ご意見、ご提案
をお寄せください。
【ご意見、ご提案の提出方法】
「とよなかの環境・中間報告～2016 年度速報版」の最後のページにある用紙、
または、市ホームページの募集様式にご記入の上、環境政策課宛にFAX、郵便、
メールでお送りください。
※電話によるご意見は受付いたしませんので、ご了承ください。
【提出期限】
いずれの方法も、平成29 年（2017 年）10 月13 日（金）必着でお願いします。
【留意事項】
●お寄せいただいたご意見については、個別には回答しません。
●内容について確認させていただく場合がありますので、氏名・連絡先（電話番号など）
を明記してください。いただいた個人情報は内容確認など連絡を差しあげる場合のみ使用
します。
（公表いたしません。
）
★「とよなかの環境・中間報告」は市政情報コーナーでご覧いただけるほか、市ホームページ
にも公開しています。
とよなかの環境

検索

http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hakkoubutu/kihonkeikaku/kankyouhoukoku/houkokusyo.html
お寄せいただいたご意見ご提案には、平成30 年（2018 年）3 月発行の「とよなかの環境・確定版」で市の対応や施策、事業の考え方をお
伝えするとともに、今後の市の環境の取組みにつなげていきます。

環境目標の達成に向けて、みんなで取り組んでいきましょう。
豊中市では「豊中市第２次環境基本計画」に次の5 つの目標を設け、環境を良くする取組みを進めています。
☆目標1☆ 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
☆目標2☆ 1 人あたり温室効果ガス排出量（ｔ-CO2）を平成2 年度比（1990 年度）比20％削減し、低炭素化社会をめざす
☆目標3☆ 3R 行動の推進により、ごみの量を平成21 年度比（2009 年度）比20％削減し、循環型社会をめざす
☆目標4☆ 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
☆目標5☆ 環境基準達成状況100％で快適な都市環境をめざす
この5 つの環境目標を市民・事業者・行政の行動計画「第2 次とよなかアジェンダ21」と共有し、協働とパートナーシップで力を合わ
せて取組みを進めています。
「第2 次とよなかアジェンダ21」では、環境目標の達成に向けて、みなさんが毎日の生活の中で取り組める
88 項目の行動を提案しています。ぜひご覧いただき、まずは1 つ取組みを進めてみてください。
（豊中アジェンダ21 に関するホームページ）
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kankyoseisaku/shiminkankyokatudo/agenda21.html
このページに関するお問合せ先
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:06-6858-21２8 FAX:06-6842-2802
E メール:kanseisaku@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
竹切り体験

とよっぴーの有料配布

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。

とよっぴーの使い方相談もあります。

日時：10/12（木）9:30～12:00 ※雨天中止

日時：10/14（土）、25（水）10:00～11:00

場所：千里中央公園

場所：緑と食品のリサイクルプラザ

申込み：10/9（祝）締切、10 人（先着順）

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 竹炭プロジェクト

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

写真で元気

機密書類リサイクル参加者募集

撮った写真であなただけの
オリジナル・クラフト作り

処分したい機密書類をトラックへ積み込みます。クリーンランドで
回収した機密書類はトイレットペーパーへリサイクルします。

身近な環境をテーマに、岡町かいわいの写真撮影とクラフト作りを

日時：10/19（木）9:30～11:00

します。

場所：クリーンランド

日時：10/15（日）13:00～16:45

参加費：1kg あたり 15 円（100kg 未満は別途手数料300 円）
申込み：10/12（木）締切

場所：阪急岡町駅1 階集合、岡町駅西側周辺

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 事業部会

講師：日本写真療法家協会 塩見光夫さん
参加費：500 円
申込み：10/1（日）から受付、6 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

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：10/26（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

募集情報

省エネチャレンジキャンペーン
各家庭で電気とガスの使用量を削減する取り組みの参加者を募集します。11/15 を含む月の電気・ガスの検針票を提出。前年同月比で二酸化炭
素削減率の上位者にエコポイントチケット「とよか」を進呈。結果提出者全員に「とよか」100 円相当を進呈。複数家族でのグループ参加申し
込みは「とよか」の上乗せあり。
募集期間：10/1（日）～10/31（日）
応募方法：環境政策課や当センターにある申込用紙（市ＨＰからも取り出し可）を当センターに FAX、E-mail、郵送、持参のいずれかで提出

※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）

ここ

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。

