（2016 年 12 月）

eMIRAIE 環境交流センターのおしらせ
12 月のイベントカレンダー
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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

※12/29～1/3 は年末年始のため休館します

リユースバザー

3（土）

★

地域こだわり品と野菜市場

3（土）

★

家庭で不用になった衣類や小物などのバザーです。エコバック持参

豊中でがんばるお店のこだわり品と、豊中の新鮮野菜、豊中の雑木

でご参加ください。

林の保全活動からうまれた竹炭・竹製品などを販売します。

日時：12/3（土）10:15～13:00

日時：12/3（土）10:00～11:30
実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21

着物地で作るおしゃれストール

8（木）

★

初心者向けのリサイクル手芸。思い出の布地でストールをつくりま

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

す。手縫いでまっすぐ縫うだけでカンタンにつくれます。

ナチュラルクリーニングで大掃除

講師：そね 21 の会レディース

★

1 年の終わりに、今注目の、環境と体にやさしい身近な素材を使っ

参加費：300 円

た「ナチュラルクリーニング」で、冷蔵庫、電子レンジ、鍋など

申込み：12/6（火）締切、15 人（先着順）

おもちゃ病院

9（金）

サイエンスカフェ

日時：12/8（木）13:00～15:30

の掃除の仕方を学びます。

10（土）

★

こわれたおもちゃの診察と治療（1 人3 点まで）

日時：12/9（金）10:00～12:00
講師：Wakka 黒河内繁美さん、清水紗弥香さん
参加費：700 円

原則無料ですが、部品交換などは実費をいただきます。

申込み：12/８（木）締切、20 人（先着順）

日時：12/10（土）10:00～11:30

無農薬・有機資材で野菜作り講習会

☆

10（土）

10 年以上無農薬でやってきた浜の光久農園さんに、土づくりと野菜
づくりのお話を伺います。
日時：12/10（土）10:00～12:00
場所：くらしかん
講師：光久農園 光久隆晴さん
参加費：100 円
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

10（土）

自然学習講座

新しい生物調査法「環境 DNA 分析」☆
川や海などの水から、生物が出した DNA を分析し、生息の有無を調
査する手法の話と、これを活用した保護対策の事例を伺います。
日時：12/10（土）14:30～16:30
場所：中央公民館
講師：神戸大学大学院人間発達環境学研究科 特命助教 源利文さん
申込み：12/８（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。

11（日）

14（水）

絵本の読み語りと手作り工作を行います。

カリグラフィーで作る
ニューイヤーカード ★

日時：12/11（日）10:30～11:30

家にある和柄の包装紙や和紙を使ってカードや年賀状を作ります。

対象：未就学児と保護者

日時：12/14（水）13:30～15:00

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21 企画屋本舗

講師：サークルキララ

おはなし会「わにわに」★

参加費：400 円

17（土）

自然工作

竹の羽子板を作って遊ぼう

申込み：12/11（日）締切、8 人+FC 枠2 人（先着順）

★

日時：12/17（土）10:30～12:00
対象：5 歳以上の子ども（小学3 年生以下は保護者同伴）
参加費：100 円
申込み：12/14（水）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、竹炭プロジェクト

25（日）

種まきシアター

「パーマカルチャー
地球とつながる楽園のくらし」上映会

★

ニュージーランドの農園のドキュメンタリー。映画鑑賞後に、パ
ーマカルチャー関西代表の橋本憲一郎さんのトークもあります。
日時：12/25（日）14:00～16:00（※トークは 16:00～17:00）
参加費：500 円（中学生以下は無料）
申込み：12/23（金）締切、40 人（先着順）
共催：あしたの暮らし

募集情報

18（土）

一箱古本市出店者募集

エネカフェ

1/29（日）に開催するリユース手しごと市で、段ボール一箱分の

知って得する省エネ講座！

本のフリーマーケットの出店者を募集します。

自宅でどれくらい電気を使用しているかを学びます。参加者に所定

日時：1/29（日）11:00～14:00

の店舗で使えるエコポイントチケット「とよか」300 円分を進呈。

定員：10 店（先着順）

日時：12/18（日）9:30～11:30

申込み：12/18（日）17:00 締切

ナビゲーター：あしたの暮らしエネルギー部 筒井章子さん

★

申込み：12/17（土）締切、15 人（先着順）
保育：要申込み、12/6（火）締切
実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21
地球温暖化対策プロジェクト

今月のニュース

ファンクラブのポイントカードをリニューアルします
ファンクラブメンバーによる意見交換の場「ファンクラブ改善隊」でポイントカードの見直しを行いまし
た。意見を踏まえて、1 月からポイントカードをリニューアルします。具体的には、①ポイント対象の変更、②
景品の設定、③ポイントカードの変更をします。
①ポイント対象の変更は、これまでポイント対象であった「コミュニティボードの利用」、「ファンクラブ
のおしらせで募集する企画に提案」、「環境ギャラリーの企画を提案」の 3 つが対象外となります。
②景品の設定は、これまで抽選により景品を進呈していましたが、これからはポイントがたまったときに、随
時、受付で景品と交換できるようになります。景品は環境に配慮した商品など（所定のもの）の中から、好きな
ものを選んで交換できるようになります。景品の内容は、1 月より館内に掲示します。
③ポイントカードの変更は、1 月初めから順次切り替えていきます。12 月末までは現在のもののままです。

豊中エコショップに行ってみませんか？
「豊中エコショップ制度」では、環境のことを考え、省エネやごみの減量に
つながる３R（リデュース・リユース・リサイクル）行動など、積極的に
取り組むお店や、環境に配慮した販売方法、サービスなどを提供するお店を
「豊中エコショップ」に認定し、その取組みや、お店の情報を広く PR する
ことで、事業者のみなさまの取組みを応援するとともに、市民のみなさんに「豊中エコショ
ップ」を利用していただくことで、環境に優しい買い物をしていただくことをめざしていま
す。
豊中エコショップの一覧は、市のホームページでご覧いただけます。
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/gomi_risaikuru_bika/genryou_recyc
le/ecoshop/ecoshoplist.html

豊中エコショップ

検索

また、今年度から、
「豊中エコショップステップアップ認定制度」が始まり、優れた取組
みを行っている次の 11 店舗を、
「優良エコショップ」に認定しました。

・烈火

・金毘羅製麺 豊中大黒店

・金毘羅製麺 豊中千里店

・金毘羅製麺 豊中北緑丘店

・太鼓亭 豊中服部緑地店

・太鼓亭 豊中春日店

・天ぷら食堂 おた福

・極上だいこんや

・コープ 東豊中店

・イズミヤ 庄内店

・まるとく市場 北緑丘店

★「豊中エコショップステップアップ認定」とはどんな制度ですか。
ごみの減量化とリサイクルをはじめとした、
「エコショップ認定店舗」の環境配慮活動を
さらに自覚的、計画的に取組み、着実な効果が継続されることをねらいとした制度です。
また、取組み実績を点検し、優れた取組みを行っているエコショップ認定店に対し、ス
テップアップ認定を行うことでさらなるごみ減量、省エネに対する取組みなど環境負荷を
減らし、かつ経営にプラスになる活動を行っていただくことを目的としています。

ステップアップ認定は、２段階あります
第１段階

第２段階

このページに関するお問い合わせ先
豊中エコショップ制度運営協議会 （事務局）豊中市環境部減量推進課
〒561-0891 豊中市走井 2-5-5

TEL：06-6858-2279 FAX：06-6846-6390

E メール genryou@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
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。

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：火入れ 12/7（水）9:00～12:00
釜出し 12/8（木）9:30～12:00

日時：12/22（木）10:00～売り切れ次第終了

場所：千里中央公園 野外炊さん場

場所：さわ病院

申込み：12/4（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 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 竹炭プロジェクト

販売物の紹介
アジェンダ活動に関するものをセンターの受付付近にて販売しています。今回はその中から竹製品と、とよっぴーにつ
いて紹介します。これらはすべて、豊中の資源を有効活用して作られたもので、市内の資源循環や自然環境の保全につなが
っており、使うことで、豊中の環境活動を応援することができます。関心のある方はぜひ使ってみて下さい。なお、基本的
には常時置いてありますが、在庫がない場合もありますのでご了承ください。

竹炭・竹酢液

とよっぴー

竹炭プロジェクトでは豊中の自然環境を守るため、千

「とよっぴー」は土を元気にする堆肥で、豊中市が製

里中央公園や千里緑地で竹の間伐な

造し、花と緑のネットワークが普

どを行っています。間伐した竹を

及しています。学校給食の調理く

有効活用するため、定期的に竹炭

ずや食べ残しと、街路樹などの剪

焼きを行い、できた竹炭や竹酢液

定枝を混ぜて発酵させたものです。

を製品化しています。

野菜やお花の栽培にお使い下さい。

・価 格：100 円～200 円程度

・価 格：1 袋（2.5kg） 100 円

※竹炭は消臭用、園芸用、飲料用の 3 種あり。

※1 人 1 日３袋まで

※とよなか市民環境会議アジェンダ 21 の行事のお申込み・お問合せも、下記へご連絡ください。

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）
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
E-mail:office@kankyokoryu.jp

TEL:06-6844-8611

FAX:06-6844-8668

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。
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