2018 年 9 月号

PICK UP!今月の一押し！
秋の自然に触れる体験、

気づく・つながる・楽しむ

環境に優しいモノを集め
たイベントがあります。

eMIRAIE

環境交流センターのお知らせ
豊中市立 eMIRAIE 環境交流センターは、地球環境を守るための取り組みや環境学習を推進する施設です。休憩のでき
るフリースペースやキッズコーナーもあります。是非お気軽にお立ち寄りください。

●豊中市立 eMIRAIE 環境交流センターの催し

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

9 月 1 日（土）

10:00～11:30

※場所の記載がないものは当センターが会場
●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

菜、豊中の竹炭・竹製品などを販売します。

リユースコーナー
臨時ごみの中から提供された、まだ使える家具な
どを展示します。抽選により希望者に無料で譲り

9 月 6 日 (木）
～28 日 (金）

ます。

9:00～17:00

おはなし会「わにわに」

9 月 9 日（日）

絵本の読み語りと手作り工作を行います。

10:30～11:30

秋の夜の鳴く虫観察会

9 月 21 日（金）

秋の夜を奏でる鳴く虫（スズムシやエンマコオロ
ギ、アオマツムシなど）を服部緑地で観察してみま

18:00～20:00
※小雨決行、雨天翌日

せんか？

自然ふしぎ発見クラブ

バッタなど秋の虫観察会
たくさんの虫たちが集まる菰ヶ池草地で虫の名前
や特徴を調べたり、遊んだりします。

エシカルマーケット
人・社会・地球にやさしい買い物を楽しみなが
ら、人権や環境のことを学ぶマーケットです。

9:30～12:00
※小雨決行、雨天翌日

9 月 22 日（土）

13:00～15:30

25 日（火）は除く。
●抽選:9 月 29 日(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）
●対象:未就学児と保護者
●実施:とよなか市民環境会議アジェンダ 21 企画屋本舗
●場所:服部緑地東中央広場（噴水横）集合・解散
●講師:豊中生物同好会会員
●申込み:9 月 19 日（水）締切、30 人（先着順）
小学 3 年生以下は保護者同伴
●実施:とよなか市民環境会議アジェンダ 21 自然部会
●場所:服部緑地レストハウス前集合→菰ヶ池草地
●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:9 月 20 日（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
●内容:人権や環境に配慮した手作り品・リユース品
の販売、手作りなどの体験ワークショッ
プ、飲食物の販売ほか
●内容:①スタンプでオリジナル手ぬぐい作り

北の手しごと

アイヌ文様ワークショップ
自然をあらわした幾何学文様の作品をつくりま
す。

9 月 22 日（土）

※9 月 10 日（月）、18 日（火）、22 日（土）、

9 月 22 日（土）

13:00～15:30

②コースター作り
●講師:minamina の会
●対象:②は、概ね 10 歳以上（針を持てる年齢）
●参加費:①300 円 ②600 円

センターのファンクラブメンバー（登録費・年会費無料）になると、FC 枠（ファンクラブメンバー対象の一
部の講座の特別受講枠）やエコな行動でポイントを貯めて景品と交換できるポイント制度等が利用できるよう
大人

ジュニア

になります。左のマークの講座に参加で、受付で 1 ポイント進呈します。

自然学習講座

生き物との共生を具体化するた
めのアニマルパスウエイ
アニマルパスウエイとは、生息地が分断された野生動
物のための歩道橋やトンネルのこと。ヤマネ等の横断

9 月 23 日（日）

14:00～16:00

●場所:中央公民館
●講師:関西学院大学教育学部教授 湊 秋作さん
●申込み:9 月 21（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

橋設置の事例から、タヌキやキツネ等の交通事故を防
ぎ、安心して移動できる方策を考えましょう。

おしゃべりカフェ

エコゲーム体験会
お茶をしながら、日々の暮らしのことなど、みんな
で楽しくおしゃべりしてみませんか。館内貸出中の
エコゲーム(電源を使わない世界のアナログゲーム）

9 月 27 日 (木）

10:00～12:00

●随時参加可・出入り自由

のちょこっと体験もあります。

●とよなか市民環境会議アジェンダ 21 からの案内
とよなか市民環境会議アジェンダ 21 は、地球環境を守る市民・事業者・行政の行動計画「豊中アジェンダ 21」の推
進を図ることを通じて、持続可能な地域社会の実現をめざす活動をしている NPO 法人です。市民が中心となり、4 つ
の部会、4 つのプロジェクトに分かれてさまざまな環境活動に取り組んでいます。2013 年 4 月から指定管理者とし
て環境交流センターを運営しています。

※場所の記載がないものは当センターが会場

9 月 8 日（土）

とよっぴーの有料頒布

9 月 26 日（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
●場所:きたしん豊中広場、とよなか国際交流セン

ESD とよなかクイズラリー

ター、とよなか男女共同参画推進センター
すてっぷ

市内の公共施設で開催されるイベント内で連
携し、クイズラリーを開催します。9 月 8 日
にゴールしたクイズラリー台紙を 9 月 22 日
に eMIRAIE 環境交流センターで開催するエ

9 月 8 日（土）

12:00～16:00

●対象:5 歳以上の子ども
●内容:3 つのイベント会場（市民活動ジャンプフ
ェスタ、国際交流フェスタ、すてっぷライ

シカルマーケットに持参するとプレゼントが

ブラリーまつり）の中に隠されたクイズを

もらえます。

見つけて答え、ゴールで景品と交換。
●主催:ESD とよなか連絡会議

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。

環境フォーラム 2018
豊中市立第八中学校によるドリカムスクール
（環境学習プログラム）の発表や環境報告書
「とよなかの環境」の中間報告を行います。

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

9 月 13 日（木）

9:30～12:00
9 月 15 日（土）

13:30～16:00
9 月 27 日（木）

10:00～
売り切れ次第終了

●場所:千里中央公園
●申込み:9 月 11 日（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
●申込み:当日会場、100 人
●主催:豊中市
共催:とよなか市民環境会議
NPO 法人とよなか市民環境会議アジェンダ 21
●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

とよなかの環境・中間報告～2017 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月中旬に「とよなかの環境・中間報告～2017
年度速報版～」を公表します。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～2017 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 30 年（2018 年）10 月 12 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 31 年（2019 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「第３次豊中市環境基本計画」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 39 年度（2027 年度）までに平成 2 年度比（1990
年度）比 32.1％削減し、低炭素化社会をめざす
☆目標 3☆ 発生抑制・再使用と質の高いリサイクル
（再生利用）
の推進により、
ごみの焼却処理量を平成 39 年度
（2027
年度）までに平成 28 年度（2016 年度）比 8％削減し、循環型社会の構築をめざす
☆目標 4☆ みどり率 27％で心豊かな豊中らしいまちをめざす
☆目標 5☆ 環境基準の達成状況 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 3 次豊中アジェンダ 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 3 次豊中アジェンダ 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 80 項目の行動提案を掲載し、9 月中旬に発行されます。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:06-6858-2127 FAX:06-6842-2802
E メール:kankyoukeikaku@city.toyonaka.osaka.jp

●センターのイベントカレンダー

9月

※とよなか市民環境会議アジェンダ 21 のイベントは掲載していません。
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※WS＝ワークショップ

●リユースコーナー展示 9 月 6 日（木）～28 日（金）
※10 日（月）、18 日（火）、25 日（火）は除く

9 月 2 日（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。

●今月のニュース

●センターの募集情報

リユースバザー出店者募集

リサイクル工作展の受賞者決定！

10 月 6 日（土）に開催するリユースバザーの出店者を募集

毎年夏休みに、豊中市に住む小学生を対象に、不用品を利用し

します。

た作品を募集・展示するリサイクル工作展を開催しています。
以下の通り、入賞作品が決定しました。多数のご参加ありがと

定員:市民・団体 13 店
（専門業者、または 3 回連続の出店不可）

うございました。
☆市民賞（低学年の部）

参加費:500 円
申込み: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「10 月 6 日バザー参加」、②住所、③名前（ふ
りがな）、④電話番号、⑤参加人数、⑥バザーチラ
シの希望枚数
9 月 14 日（金）必着（持参不可）、抽選あり、結果
は当選者のみ通知

「からだ立体めいろ」齋藤 陸行さん（緑地小）
☆市民賞（高学年の部）
「カラフルな船」平尾 百々花さん（桜井谷東小）
☆デザイン賞「うちゅうに生き物」渡辺 光星さん（桜井谷東小）
☆リサイクル賞「やさいしゅうかくゲーム」藤本 春陽さん（緑地小）
☆特別賞「アクセサリーボックス」織田 彩乃さん（北条小）

このお知らせは、環境交流センターの新着情報やイベント・講座の情報提供
を目的に毎月発行しています。

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

開館時間:9:00～17:00 TEL: 06-6844-8611
休館日:月曜日（月曜日が祝休日の場合は翌日以降の最初の平日）
〒561-0881 豊中市中桜塚 1-24-20

E-mail: office@kankyokoryu.jp

アクセス: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。

ココ

