
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・竹製品などを販売します。 

10月3日（土） 
10:00～11:30 

●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 

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。 

10月10日（土）

10:00～11:30 

●実施:とよなかおもちゃ病院 

●備考:その場での修理はなくて、入院（預かり）のみ

となります。 

豊中の里地探訪 
旧寺内村・旧石蓮寺村から 
長興寺地区を訪ねて 
旧寺内村・旧石蓮寺村を散策し、原風景の家並が残

された長興寺地区から住吉神社の森を訪れます。 

10月16日（金）

10:00～12:00 

●場所:北大阪急行電鉄緑地公園駅西側エレベータ 1階

出口前集合、現地解散 

●申込み:10月 14日（水）締切、15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

リサイクル工作 
新聞紙でエコバッグ作り 
丈夫な新聞紙エコバッグが、簡単に作れます。 

10月22日（木）

10:00～11:30

●参加費:100 円 

●申込み:10月 20日（火）締切、15人（先着順） 

 

・咳などの風邪症状や発熱など、体調不良のある方は、センターのご利用をご遠慮ください。 

・マスクの着用など、咳エチケットの徹底にご協力ください。 

・手洗いやうがい、手指のアルコール消毒にご協力ください。 

・換気のため、定期的に窓などを開放いたします。 

・イベント時には検温をお願いする場合があります。

・会議室は条件付きの利用となります。詳細はお問い合わせください。 

・交流フロアはイスのみ一部に設置します。イスは動かさずにその場でご利用ください。 

・キッズスペースは利用できません。 

・陶器とりかえコーナーは条件付きで再開しています。受付日は「イベントカレンダー」をご覧ください。 

・図書の貸出しはできますが、長時間の閲覧はご遠慮ください。

2020 年 10 月号 

豊中の里地を歩くツアー

や、ポテトチップスとオラ

ンウータンの関わりを知る

講座などがあります。 

eMIRAIE 

環境交流センターのお知らせ 

気づく・つながる・楽しむ

大人 ジュニア 

※場所の記載がないものは当センターが会場 

PICK UP!今月の一押し！

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。 

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。 

●施設の利用について 

●当面の間、条件付きや中止となる利用について 

●eMIRAIE 環境交流センターの催し  



ポテトチップスとオランウー
タンの森 
パーム油の問題から環境と社会を守る暮らし方に

ついて考えます。 

10月24日（土）

13:30～15:30 

●講師:ウータン・森と生活を考える会 

    石崎雄一郎さん 

●参加費:100 円 

●申込み:10月 22日（木）締切、20人（先着順） 

●その他:パーム油を使ってないおやつやエシカル商品

の販売あり（同時開催） 

 

 

 

 

 

 

 

エコライフカレンダー 
活動20年の軌道の展示と写真展 
モニターによる集計結果や意見・感想をまとめた

冊子、カレンダーに使った豊中の生き物の写真な

どを展示 

10月4日（日）

～21日（水） 

9:00～17:00 
最終日13時まで 

 

●実施:とよなか市民環境会議アジェンダ21  

生活部会 

とよっぴーの有料配布 

10月10日（土）

10月28日（水）

10:00～11:00 

●場所:緑と食品のリサイクルプラザ 

●費用:10kg250 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。 

10月12日（月）

9:30～12:00 

●場所:千里中央公園 ※雨天中止 

●申込み:10月 10日（土）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 

とよっぴー農園で 
ワクワクおいもほり 
豊中の土地改良材「とよっぴ―」で栽培された凄

くおいしいおいもです。 

10月16日（金）

①12:30～14:00

10月17日（土）

②10:00～11:30

③12:30～14:00

10月28日（水）

④12:30～14:00

●場所:緑と食品のリサイクルプラザ 

●対象:各 25組（1組 4人まで） 

●参加費:1組 300円 

●申込み:はがきに「芋ほり希望」、希望日時（第２希

望まで）、参加者全員の名前（ふりがな）、

年齢、住所、電話番号、メールアドレス、交

通手段を書いてセンターへ送付、10月 6日

（火）必着（抽選あり） 

●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 

とよっぴー 
地産地消採りたて野菜市 
採りたて野菜のほか和菓子の販売、とよっぴ―

（3kg150 円）やコメの有料配布もあります。 

10月22日（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 

牛乳パックのジャンボこま作り
と撮った写真でオリジナルクラ
フト作り 

10月24日（土）

13:30～15:00 

●場所:原田しろあと館 

●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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日時】令和 2 年（2020 年）10 月 30 日（金） 
11 時 30 分から 13 時まで 

【場所】豊中市役所第二庁舎 1 階ロビー北側 

ご注意ください！ 

以下の食品はお引き取りできません。 

・消費・賞味期限が明記されていない食品 

・消費・賞味期限が切れている食品 

・消費・賞味期限が、令和２年（2020 年）11 月 30 日（月）を切っている食品 

・開封されているもの 

・生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜） 

・アルコール（みりん、料理酒は除く） 

・ノンアルコール 

ご提供いただきたい食品 

・お米（白米・玄米・アルファ米） 

・パスタ、素麺などの乾麺 

・缶詰・レトルト食品・インスタント食品 

・のり・お茶漬け・ふりかけ 

・粉ミルク・離乳食・お菓子 

・調味料（醤油、食用油、味噌など） 

フードドライブを実施します！ 
～「もったいない」 を 「ありがとう」 に変えるチャンス～ 

【問い合わせ先】 環境部減量計画課 電話 06-6858-2279

豊中市からのお知らせ 

 連携の第一弾として、吹田市が実施している 

『みんなで簡単やさしい電気の切替キャンペーン』の連携・協力を行います。 

同キャンペーンは、再生可能エネルギー比率の高い電力のグループ購入事業で、登録者数に応じて電気代がお得に

なる可能性があります。豊中市と吹田市が連携し、両市民に働きかけ、より多くのキャンペーン参加者が集まるこ

とにより、多くの市民が環境に配慮した電力会社へ切替えるきっかけになることが期待されます。 

 みなさまのご参加をお待ちしています。 詳しくは、ホームページ https://suita.group-buy/energy 

ＥＥ電
 イ イ で ん

みんなで簡単やさしい電気の切替！ 

【問い合わせ先】 環境部環境政策課 電話 06-6858-2106

豊中市と吹田市は、地球温暖化対策に関する連携協定を 

8 月 31 日（月）に調印式を行い締結しました。 

キャンペーン登録期間 

令和 2 年 10 月 6 日～11 月 25 日

【問合わせ】 

みんなで簡単やさしい電気の切替

キャンペーン事務局 

 電話 0120-737-200 

(月～金曜日午前 10 時～午後 6 時)



 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 
    1 2 3  

4 5 

休館日 

6 7 8 9 10 

11 12 

休館日 

13 14 15 

 

16 17 

 

18 19 

休館日 

20 21 22 

 

23 24 

25 26 

休館日 

27 

 

28 29 30 31 

陶器とりかえコーナー  10 月の受付日:7、14、21、28日（いずれも水）9:00～17:00

3 日（土）13:00～17:00 

10 月 

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。 

地域こだわりマル

シェ＆野菜市場

おもちゃ病院 

ポテトチ 
ップスとオラン
ウータンの森 

豊中の里地探訪 

リサイクル工作

●センターのイベントカレンダー 

環境交流センターには、みなさんが愛着をもってセンターを 

一緒に盛り上げていく「ファンクラブ」があります。 

 ファンクラブメンバーとして、センターと一緒に環境によい、

住みやすい豊中をつくっていきましょう！ 

入会を希望される方は環境交流センターまでお越しください、 

窓口で登録できます。 


