（2018 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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地域こだわりマルシェ
＆野菜市場 ★

7（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

7（土）

★

家庭で不用となった衣類や小物などの販売です。マイバック持参

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：4/7（土）10:15～13:00

日時：4/7（土）10:00～11:30
花と緑のネットワーク、竹炭プロジェクト

竹のふしぎ発見とタケノコ堀りに挑戦

豊中市小売商業団体連合会

おもちゃ病院

☆

公園内の竹林の様子や、竹とタケノコと地下茎にはどんなつなが

14（土）

★

14（土）

自然ふしぎ発見クラブ

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21

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。

りがあるのか、実際に掘って観察します。観察後は、タケノコ
堀を体験します。
日時：4/14（土）9:30～12:00
場所：千里中央公園

日時：4/14（土）10:00～11:30

対象：5 歳以上の子ども（小学3 年生以下は保護者同伴）

実施：とよなかおもちゃ病院

申込み：4/3（火）10:00 から電話受付、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

春の自然観察会

☆

17（火）

空港周辺の千里川の散策と勝部遺跡、田能遺跡の見学を行います。
日時：4/17（火）9:45～12:30 現地解散
阪急曽根駅改札口集合 ※雨天の場合は翌日
申込み：4/15（日）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

市内の池・川

21（土）

水鳥一斉調査報告会

☆

1 月に実施した水鳥調査の結果報告と交流会を行います。前回の
2012 年からどう変化したでしょうか。まとめの冊子を贈呈しま
す。
日時：4/21（土）14:00～16:00
場所：くらしかん
申込み：4/19（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

→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。

展示情報

環境ギャラリー SDGs 写真展

「学生が見つけた 2030 年への課題」
国際連合広報センターと上智大学が主催した学生フォトコンテスト
2017 の全受賞作品15 点を展示します。
期間：3/20（火）～4/5（木）

今月のニュース！

回収コーナーのご紹介！
センターでは、資源の循環を目的に回収コーナーを設置しています。4 月からは、新しく水銀を使用した蛍光
管、体温計・血圧計及び電池類の回収ボックスを設置します。回収物を持参したファンクラブメンバーには、ポ
イントを 1 ポイント進呈します。

☆4 月 3 日から新たにコーナーを設置します。
●蛍光管（直管型、環型、電球型）
※LED ランプ、白熱電球、ハロゲン電球、グロー球、割れた蛍光管は対象外
●水銀体温計、水銀血圧計 ※デジタル体温計、デジタル血圧計は対象外
●電池類 ※自動車用、電動自転車用バッテリーは対象外

今月のニュース！

ファンクラブジュニアメンバーのポイントカードをリニューアル！
2018年4月より、ジュニアメンバーのポイント
カードの仕組みが変わります。古いポイントカー
ドをお持ちの方はカードをセンターにお持ちくだ
さい。ポイントを新カードに更新します。
なお、一般（大人）のポイントカードの変更は
ありません。
【3 つの主な変更点】
①ポイントカードの保管方法：紛失防止のために、
受付で保管します。ポイントをためるときには、
受付にお声がけください。
②景品交換の仕組み：7 ポイントで文具と交換が可能
になりました。14ポイントためると大人メンバー
と同じ景品と交換することもできるようになりま
した。
③ポイントカードのデザイン：楽しみながら環境に
優しい活動をして、ポイントをためてもらえるよ
うにデザインを変えました。

現ポイントカード

新ポイントカード

環境に関わる新たな計画を策定しました
豊中市では、市政運営の根幹となるまちの将来像を明らかにし、これを実現するための施策を総合的、体系的に示す「豊中市
総合計画」の策定に合わせ、環境分野の個別計画を新たに策定いたしました。計画期間は、総合計画の期間に合わせ、平成 30
年度（2018 年度）から平成 39 年度（2027 年）までの 10 年間としています。

・第３次環境基本計画
平成 30 年からの 10 年間における市の環境目標と、目標を達成するための施策の方向性を定めています。同計画に基づき、市
民・事業者・行政の協働とパートナーシップにより「持続可能な低炭素社会づくり」や「都市における自然との共生をめざした
社会づくり」などの環境課題に取り組んでいきます。
担当課：環境政策課
ＴＥＬ：6858-2106

・第２次地球温暖化防止地域計画
急速に進む地球温暖化に対応するため、市民１人当たりの温室効果ガス排出量を平成 39 年度までに同 2 年度と比べて 32.1％
削減することを目標に掲げ、住宅の省エネルギー化や公共交通・自転車の利用促進などに取り組むことを示しています。
担当課：環境政策課
ＴＥＬ：6858-2106

・第２次みどりの基本計画
近年の社会情勢や自然環境の変化などに対応した、都市における緑地の適正な保全と緑化を推進するため、同計画を策定しま
した。みどりの将来像の実現に向けて、基本方針や目標、具体施策、重点的に施策を推進する地区などを定めています。
担当課：公園みどり推進課
ＴＥＬ：6843-4121

・第４次一般廃棄物処理基本計画
「協働で取り組む循環型社会の構築」を基本理念とし、市民１人１日当たりのごみの削減を進め、焼却処理量が府内自治体の
上位水準を上回ることを目標としています。
担当課：減量計画課
ＴＥＬ：6858-2279

・第４次ごみ減量計画
第４次一般廃棄物処理基本計画に基づき、２Ｒ（発生抑制・再使用）に重点的に取り組むことを示しています。
担当課：減量計画課
ＴＥＬ：6858-2279

・災害廃棄物処理計画
非常災害発生時に備えて、廃棄物の分別・処理方法、周辺の自治体や民間事業者などとの連携・協力体制の整備など、災害廃
棄物を適正かつ迅速に処理するために必要な事項を定めています。
担当課：減量計画課
ＴＥＬ：6858-2279

・第４次地球温暖化対策実行計画
市役所から排出される温室効果ガスを、平成 39 年度までに平成 25 年度と比べて 35.4％削減することを目標に掲げています。
担当課：環境政策課
ＴＥＬ：6858-2106
各計画は、各担当課や市ＨＰでご覧になれます。

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

とよっぴー農園 親子で野菜作り

とよっぴーの使い方相談もあります。

ファミリー集まれ。10 ㎡の畑でお野菜を育てます。第1・3 土曜日は
自然の中で土や虫と友達になって、いっぱいの思い出をつくりましょ

日時：4/7（土）、14（土）、25（水）10:00～11:00

う。

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）

日時：4/14（土）13:00～15:00、

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

4/21（土）～8/4（土）の第1・第3 土曜日9:30～11:30
（全9 回）
場所：緑と食品のリサイクルプラザ

竹炭焼き体験

対象：小学生以下の子どもを含む家族、12 組

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。

申込み：往復はがきに下記を記入しセンターに郵送（1世帯1枚まで）
①「親子ファーム希望」、②住所、③家族の名前（ふりがな）、

日時：火入れ 4/16（月）9:00～12:00

④電話番号、⑤メールアドレス、⑥子どもの年齢

窯出し 4/17（火）9:30～12:00

4/7（土）消印有効（持参不可）、抽選あり、結果は当選者のみ通知

※雨天の場合は翌日

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

場所：千里中央公園 野外炊さん場
申込み：4/13（金）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

チャレンジ
野菜くずの堆肥化をはじめませんか

機密書類リサイクル参加者募集
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

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：4/21（土）10:00～11:30

トペーパーへリサイクルします。

場所：くらしかん

日時：4/19（木）9:30～11:00

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

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）
申込み：4/12（木）締切
実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 事業部会

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：4/26（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

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。

