
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、しょうない REKのリサイ

クル本などを販売します。 

2月1日（土） 

10:00～11:30 
※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 

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 

しょうない REK 

リユースバザー 
家庭で不用となった衣類や小物などの販売です。マ

イバック持参でご参加ください。 

2月1日（土） 

10:15～13:00 

 

ちゃんぷるカフェ 

こどもの未来を考えよう 
2月 16日（日）に開催するちゃんぷる屋台村のプレ

イベントです。ほっこりお茶を飲みながら、地球環

境や人に優しい未来のまちづくりについて語りま

す。お子様連れ大歓迎です。 

2月4日（火） 

14:00～16:00 

●場所:とよなか国際交流センター 

●参加費:100円 

●申込み:2月 4日（火）12:00締切、20人（先着

順） 
 

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。 

2月8日（土） 

10:00～11:30 

●実施:とよなかおもちゃ病院 

冬の野鳥観察会  
服部緑地の各池をめぐります。池では主にカモ類

を、その他ジョウビタキ、シロハラ、モズなどを観

察します。 

2月9日（日） 

10:00～12:00 

●場所:服部緑地東中央広場集合、現地解散 

●申込み:2月 7日（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 

地球温暖化防止イベント 
第 1部  第 13回とよなかエコ市民賞表彰式 

第２部  来て・観て・わかる、食べ物とごみと地球 

温暖化の関係 

終了後 集まった食品のシェア（フードシェア） 

2月15日（土） 

13:00～15:30 

●申込み:当日会場、70人（先着順） 

●保育:要申込み、2月 7日（金）締切 

 

 

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。 

 

 

2020年 2月号 

●豊中市立 eMIRAIE環境交流センターの催し  

PICK UP!今月の一押し！ 

食べて、学んで、体験でき

るイベントや、一時保育付

きのコスメの講座がありま

す。 
eMIRAIE 

環境交流センターのお知らせ 

 

気づく・つながる・楽しむ 

※場所の記載がないものは当センターが会場 

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。 

 

大人 ジュニア 

 

 

 



食べて、学んで、体験できる 

ちゃんぷる屋台村   
豊中で子どもたちの未来のために活動する市民団体

によるイベントです。飲食の屋台やコンサート、工

作体験などを通して、環境や国際、まちづくりのテ

ーマについて楽しく学びます。マイバック持参でご

参加ください。 

2月16日（日） 

11:00～15:00 

●場所:とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ 

とよなか国際交流センター 

●その他:マイボトル持参で割引あり 

自然学習講座  

特定外来生物（植物）の現状と

対策 
地域の生態系等に害を及ぼす特定外来生物とはどの

ようなものか、またその駆除等について学びます。 

2月16日（日） 

14:00～16:00 

●場所:中央公民館 

●講師:神戸大学名誉教授 武田義明さん 

●申込み:2月 14日（金）締切、40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 

サイエンスカフェ 

成分で考える体や環境にいい

コスメ 
本当に肌に良いものや、環境に良いものはどれか？

化粧品の成分の見方・選び方を、楽しく学びます。 

2月26日（水） 

10:00～12:00 

●講師:100％脱石油メイクアップアドバイザー  

梁井結さん 

●参加費:500円（ちょっとしたお菓子付き） 

●申込み:2月 23日（日）締切、15人（先着順） 

●保育:要申込み、2月 12日（水）締切 

リサイクル工作 

新聞紙でエコバッグ作り 
好きな柄の新聞紙でバッグを作ります。 

2月27日（木） 

13:00～15:00 

●参加費:100円 

●申込み:2月 24日（月）締切、15人（先着順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

とよっぴーの有料配布 
 

2月8日（土） 

2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㎏ 250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 

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。 

2月17日（月） 

火入れ9:00～12:00 

2月18日（火） 

窯出し9:30～12:00 

※雨天の場合は翌日 

●場所:千里中央公園 野外炊さん場  

●申込み:2月 15日（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 

とよっぴー展  

人の和・資源の輪・循環の環
わ

 
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（500ｇ）のプレゼ

ント（各日 50人先着順）。 

 

2月27日（木）

10:00～16:00 

2月28日（金）

10:00～15:00 

●場所:市役所第二庁舎１階ロビー 

●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。 

●とよなか市民環境会議アジェンダ 21からの案内  



【申込み・問い合わせ】 

豊中市環境部減量計画課 

TEL：06-6858-2279 

FAX：06-6843-3501 

第１３回とよなかエコ市民賞表彰式 

 

日時 令和 2 年(2020 年)2 月 15 日(土) 

13 時 00 分から（1 時間程度） 

 

場所 豊中市立 

eMIRAIE 環境交流センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 19回ごみ減量フォーラム 

 

 

日 時：令和 2年（2020年）2月 29日（土）10時 30分～12時 30分 

会 場：蛍池公民館（ルシオーレビル A棟 5階（蛍池駅連絡デッキ直結）） 

定 員：80名（先着順）※参加者にマイボトルとマイバッグを進呈 

参加料：無料 

プログラム：第 1部 優良エコショップ認定証交付式（株式会社ダイエー） 

    第 2部 「プラスチックごみ削減の推進に関する協定」締結式 

（ウォータースタンド株式会社・豊中市） 

    第 3部 事例発表・パネルディスカッション 

        「プラスチックごみ削減のためにわたしたちができること」 
        コーディネーター 小島 理沙さん（京都経済短期大学准教授） 
        パネリスト    中山 大輔さん（株式会社ダイエー総務・お客さまサービス部） 

        （50音順）        藤田 友希さん（豊中市令和元年度インターンシップ生）  
                 本多 均  さん（ウォータースタンド株式会社代表取締役） 
                 吉村 光章  （豊中市環境部減量計画課長） 
申込み：右記連絡先まで、イベント名、住所、氏名、連絡先 

をご連絡ください

第１３回とよなかエコ市民賞受賞団体決定！ 

＊
＊
＊

 今年度の受賞団体は ＊＊
＊ 

■ NPO法人とよなか ESDネットワーク 

持続可能な社会の実現に向けて、自ら行動できる次世

代の人材育成に力を入れた活動が評価されました。 

■ 株式会社ダイエー   

フードドライブを定期的に実施し、食品が活用される

地域完結型の仕組みづくりを実現したことが評価され

ました。 

とよなか市民環境会議では、市内で環境活動に自主的かつ積極的に取り組み、

模範となる団体を表彰しています！ 

 

 

表彰式後には、受賞団体から

の活動発表がありますので皆

様の日々の活動にお役立てく

ださい☆彡 

■ 北大阪急行電鉄株式会社  

省エネ車両の導入をはじめ、切符のリサイクル、沿線

住民への啓発活動などが評価されました。 

～プラスチックの削減がつなぐ SDGsへの道～ 

 

 



あの日を忘れない！  

～いのちと環境を守り、未来につなごう～ 
阪神淡路大震災や東日本大震災を振返ると共に南海トラフへ

の備えを写真や資料で紹介します。 
 

展示期間:～2月 24日（祝）  

 

 

 

 

余った食品の回収 

2月 15日（土）の地球温暖化防止イベントに向けて、ご家庭

に眠っている食品の回収をします。 

※消費・賞味期限が 3月 15日よりも先で未開封のもの。 

※お米・パスタ・缶詰・レトルト食品など未開封のもの。 
 

期間:2月 11日（火）～15日（土） 

※15日は 14:20まで 

 

 

 

   

           

 

 

 

  

日 月 火 水 木 金 土 

      1 
野菜市場＆ 

リユースバザー 

2 3 

休館日 

4 

ちゃんぷるカフ

ェ 

5 6 7 8  

おもちゃ病院 

9 

冬の野鳥観察会 

10 

休館日 

11 

 

12 13 14 15 

地球温暖化防止

イベント 

16 ちゃんぷる

屋台村、自然学

習講座 

17 

休館日 

18 19 20 21 22 

23 24 

 

25 

休館日 

26 

サイエンスカフ

ェ 

27 

リサイクル工作 

28 29 

 

●センターのイベントカレンダー 

 2月 
 

●展示情報  

ココ 

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。 

●今月のニュース  

「あの日を忘れない！」～2月 24日（祝）   

来場者アンケートにご協力ください！ 
2 月 6 日（木）から 28 日（金）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。 

●センターの募集情報  

tel:06-6858-2279

