（2018 年 2 月）

eMIRAIE 環境交流センターのおしらせ
2 月のイベントカレンダー
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地域こだわりマルシェ
＆野菜市場 ★

3（土）

リユースバザー

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（土）

★

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

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、しょうない REK のリサイクル本などを販売します。

日時：2/3（土）10:15～13:00

日時：2/3（土）10:00～11:30

冬の野鳥観察会

※リサイクル本の販売は 12:00 まで
実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21

服部緑地の 3 池をめぐります。池ではカモなどを、陸ではツグミ

花と緑のネットワーク、竹炭プロジェクト

やジョウビタキなどを観察します。

豊中市小売商業団体連合会

日時：2/3（土）9:30～12:00 現地解散

しょうない REK

おもちゃ病院

★

3（土）

☆

服部緑地東中央広場集合、雨天の場合は翌日。

10（土）

申込み：2/1（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

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。

地球温暖化防止イベント

日時：2/10（土）10:00～11:30

★

17（土）

第1 部 第11 回とよなかエコ市民賞表彰式・活動発表

実施：とよなかおもちゃ病院

第2 部 ①履正社高校吹奏楽部による演奏
②エコクイズ大会

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。
日時：2/17（土）10:00～11:30

出題・解説 田中利男さん
（大阪府地球温暖化防止活動推進センター）
日時：2/17（土）13:00～15:40
申込み：当日会場、80 人（先着順）
一時保育：要申込み、2/10（土）締切

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

→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。

18（日）
自然学習講座
淀川のワンドとイタセンパラの保全 ☆
淀川には、人と自然の力が融合した”ワンド”という環境があり
ます。そのワンドでの、ブルーギル等外来魚からイタセンパラ

環境コミュニケーション講座

伝わるリーフレットの作り方

20（火）
★

環境活動や市民活動を PR する A4 判三つ折りリーフレットを作り
ます。

等在来魚を守る悪戦苦闘のお話をうかがいます。

日時：2/20（火）18:30～21:00

日時：2/18（日）14:00～16:00

参加費：1,000 円

講師：グラフィックデザイナー 林田全弘さん

場所：中央公民館
講師：大阪府立環境農林水産総合研究所 主幹研究員 上原一彦さん
申込み：2/16（金）締切、40 人（先着順）

申込み：2/18（日）締切、15 人（先着順）

おはなし会「わにわに」★

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 自然部会

25（日）

絵本の読み語りと手作り工作を行います。

着物地で作る
兜のタペストリー

22（木）

日時：2/25（日）10:30～11:30
対象：未就学児と保護者

★

着物地を活用して、玄関の飾りや端午の節句の飾りに使える壁掛け

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 企画屋本舗

を手づくりします。
日時：2/22（木）13:00～15:30
講師：そね 21 の会レディース
参加費：800 円
申込み：2/20（火）締切、20 人（先着順）

今月のニュース！

来場者アンケートにご協力ください！
2 月 7 日（水）から 27 日（火）まで、来場者アンケートを実施します。このアンケートはよりよい施設管理・運営に
役立てていくため、日頃センターを利用されている方にご意見をいただくためのものです。ご協力いただいた方の中か
ら抽選で 10 人に 500 円分の図書カードを進呈します。抽選を希望される場合は応募用紙もご記入ください。中学生以下
には子どもアンケートをお配りし、回答された方には粗品を進呈します。ご協力よろしくお願いします。

今月のニュース！

ファンクラブメンバー証の更新を行っています！
2018 年3 月31 日をもって現在のファンクラブメンバー証の有効期限が切れるため、昨年の 11 月より、メンバー証
の更新を行っています。来館して新しいメンバー証を受け取られた方には、ファンクラブポイントを 1 ポイント進呈
していますが、その期間を 1 月末から 2 月末まで延長することになりました。まだ交換がお済みでない方は、窓口で
お申し出ください。なお、期間中に来館して受け取られなかった方へは、後日郵送にてお届けします。

対象期間：～2018 年 2 月 28 日（水）まで
対象：ファンクラブメンバー全員

と よなかエコ市民賞表彰式に、ぜひお越しください！！
平成 30 年（2018 年）２月 17 日（土）13：00～ 豊中市立ｅMIRAIE 環境交流センターで
「とよなかエコ市民賞表彰式」と「受賞団体の活動発表」が行われますので、ぜひお越しください！！
「とよなかエコ市民賞」は、平成 19 年度（2007 年度）に「とよなか市民環境会議」
（会長：淺利 敬一郎 豊中市長）により、市内で環境活動に自主的、積極的に取り組み、模範となる団体を表彰するため創設され
ました。今年度は第 11 回目をむかえ、温暖化防止や省エネルギーの推進・循環型社会形成、自然環境の保全などに取り組む 3 団
体が選ばれました。
第 11 回とよなかエコ市民賞

受賞団体
豊中緑化リーダー会
豊中市が花とみどりの相談所で開講する「緑化リーダー
養成講座」の修了者で活動しています。４つの部会（育苗
部会・企画部会・広報部会・研修部会）を置いて、年間約
30,000 ポットの花苗を市内３３ケ所の協働育苗グルー
プの花壇に提供するなど地域緑化に貢献しています。

ネッツトヨタニューリー北大阪株式会社
豊中市に本社を置き、地域密着型の店舗として、トヨタの
新車販売、中古車の買取・販売、自動車の点検・整備・修理
などの事業を行っています。従業員の発案で始めた月に１度
の営業所周辺の清掃活動や省エネルギーの推進、とよなか市
民環境展への協賛や出展などに取り組んでいます。

大和田カーボン工業株式会社
先端カーボン製品の製造・開発を手掛けています。経
営方針の「人と炭素と自然の共存・調和を目指し、地球
環境保全に貢献する企業活動を行う」を実践して、産業
廃棄物、一般可燃ごみの削減・再利用、原材料の有効活
用、機密処理リサイクル・資源寄付プログラムに協力す
るなど積極的に取り組んでいます。
14：20 からは「履正社高等学校吹奏楽部による演奏」と「エコクイズ大会」を開催します。
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
〒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 kankyoukikaku@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
とよっぴーの有料配布

花いっぱい運動講演会

ローメンテナンスの花壇作り

とよっぴーの使い方相談もあります。

労力を省いて見栄えも良く作業効率のよい花壇作りを学びます。

日時：2/10（土）、28（水）10:00～11:00

日時：2/10（土）13:30～15:00

場所：緑と食品のリサイクルプラザ

講師：花とみどりの相談所元職員 辻本弘美さん

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

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

わいわいクラブ

とよっぴー展 人の和・資源の輪・循環の環

わ

ポリ袋でチキンライスを作りましょう
非常時に備えて備蓄法ローリングストックを学びます。ポリ袋調理
（パッククッキング）の体験と試食もあります。

とよっぴーや食品ロス、環境教育活動の紹介を行う展示です。とよっ
ぴーの試供品（300ｇ）のプレゼント（各日50 人）。
日時：2/15（木）、16（金）10:00～15:00

日時：2/13（火）9:30～12:30

場所：市役所第二庁舎ロビー

場所：コープこうべふれあいセンター桜塚（南桜塚）

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

講師：コープこうべ 藤垣麻里さんほか
参加費：500 円
申込み：2/1（木）10:00 から電話のみ受付、16 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

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：2/22（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

事業者向けエコドライブセミナー

日時：火入れ 2/19（月）9:00～12:00
窯出し 2/20（火）9:30～12:00

環境に優しい自動車の運転方法を学び、経費削減や事故撲滅、環境貢献

※雨天の場合は翌日

につなげます。

場所：千里中央公園 野外炊さん場
申込み：2/17（土）締切、10 人（先着順）

日時：2/28（水）14:00～15:30

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

対象：市内事業者ほか
申込み：2/24（土）締切、30 人（先着順）

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。

