
 

   

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7月のイベントカレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 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 

      1★ 

2 3 4 5 6 7 8★ 

9★ 10 11 12 13 14 15★☆ 

16 17 18 19 20 21 22★☆ 

23 24 25  26☆ 27 28 29☆ 

30 31       

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。
 

日時：7/1（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 

1（土） 

９（土）

……. 

eMIRAIE環境交流センターのおしらせ 

16（土） 

→裏面に続きます！ 

 

 

 

！ 

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。
 

日時：7/1（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 

1（土） 

（2017年7月） 
 

 

 
 

みんなでエコゲーム大会 ★ 
電源を使わないエコゲームであそびます。出入り自由なので、どの

時間帯にきてもOK。1人での参加、大人だけの参加も大歓迎。
 

日時：7/8（土）11:00～16:00 

講師：あそび文化研究所所長 畑直樹さん 

対象：4歳以上（大人も可） 

8（土） 

おはなし会「わにわに」★ 
絵本の読み語りと手作り工作を行います。

 
日時：7/9（日）10:30～11:30 

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 

9（日） 
チャレンジ 

野菜くずの堆肥化をはじめませんか ☆ 
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：7/15（土）10:00～11:30 

場所：くらしかん 

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 

 

15（土） 

クリーンランド市民講座  
リサイクル万華鏡を作ろう ★ 

 
日時：7/15（土）13:00～14:00 

申込み：7/1（土）14:00から受付、20人（先着順） 

 

クリーンランド出前講座 ★ 

環境紙芝居やクリーンランドのキャラクター「ごみぶくろう」と

の記念撮影など。 
 

日時：7/15（土）14:15～15:00 

15（土） 

千里川の水生生物観察会 ☆ 
千里川でオイカワ、コウライモロコ、ナマズなどの魚を見るこ

とはできるでしょうか。ご家族そろってお越しください。 
 

日時：7/22（土）9:00~11:30 

   阪急豊中駅きたしん豊中広場集合 

対象：5歳以上（小学3年生以下は保護者同伴） 

申込み：7/20（木）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  

※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。 

 

リユースコーナー抽選会 ★ 
豊中市伊丹市クリーンランドにごみとして持ち込まれた物の中 

から、まだ使える家具などを展示。希望者に無料で譲ります。
 

抽選：7/15（土）14:00  

展示期間：～7/15（土）9:00～13:30（休館日を除く） 

申込み：展示期間中にセンターで受付（申込用紙に記入） 

   

 

15（土） 

22（土） 

自然ふしぎ発見クラブ  
竹のふしぎ発見と竹の子掘りに挑戦 ☆ 
千里中央公園の竹林に入って、竹林の観察とタケノコについて学び

ます。 
 

日時：4/16（土）9:30～12:00 

場所：千里中央公園 

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：4/14（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 

24（日） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おもちゃ病院 ★ 
こわれたおもちゃの診察と治療（1人3点まで）。 

無料ですが、部品交換などは実費をいただきます。
 

日時：6/13（土）10:00～12:00（受付は11:30まで） 

13（土） 

おはなし会「わにわに」 ★ 
絵本の読み語りと手作り工作を行います。 

 
日時：12/20（土）10:30～11:30 

対象：未就学児と保護者 

20（木） 

自然学習講座 

豊中の生物多様性を高めるために 

吹田の取り組みを学ぶ ☆  
自然調査をマップや冊子にまとめ、その結果をもとに吹田市の自然

環境保全施策などに提案・提言活動をされている方を講師にお招き

します。 
 

日時：7/29（土）14:00～16:00 

場所：中央公民館 

講師：すいた市民環境会議 理事 平 軍二さん 

申込み：7/27（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 

自然ふしぎ発見クラブ  
公園でセミの羽化を見てみませんか ☆ 
セミが羽化して成虫になる様子を公園で観察しましょう。 

 
日時：7/29（土）18:30～20:30 

場所：千里中央公園 

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：7/27（木）締切、25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 

29（土） 

リユースバザー出店者募集 
8/5（土）に開催するリユースバザーの出店者を募集します。

 
定員：市民・団体13店（専門業者、または3回連続の出店不可） 

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「8月5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 

7/12（水）必着（持参不可）、抽選あり、結果は当選者のみ通知 

募集情報 

29（土） 

やさい栽培講習会  

秋・冬野菜の育て方 ★ 
花とみどりの相談所職員（元園芸高校教諭）開発基良さんによる 

葉物野菜や人参、ブロッコリー、大根、エンドウ豆などの育て方 

講習です。 
 

日時：7/22（土）10:00～11:30 

講師：花とみどりの相談所職員  

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 

夏休み  

親子でわくわくクッキング ☆ 
とよっぴー農園で育てた野菜を使って、ポテトのチーズグラタ

ン・ごま和えなどを作ります。 
 

日時：7/26（水）10:00～12:45 

場所：中央公民館 

講師：花と緑のネットワーク食育担当 

対象：小中学生と保護者（小学4年生以下は保護者同伴） 

参加費：1人300円 

申込み：7/5（水）10:00から電話受付、20人（先着順） 

 

26（水） 22（土） 

自然工作   
ドロロン 竹の妖怪大集合 ☆ 
豊中の竹や木の実などを使って妖怪をつくります。 

 
日時：8/4（金）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） 

参加費：100円 

申込み：7/7（金）10:00から電話受付、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 

8/4（金） 

夏休み応援フェア  

子どものための環境の図書展 
 

夏休みの自由研究やリサイクル工作の参考になる環境の本や、環

境をテーマにした絵本などを展示します。 

20（木）～ 8/2（水） 

パネル展のご案内 

リサイクル工作展 作品募集・展示 
家庭の不用品を利用した作品を募集します。優秀作品には賞状と

副賞が、また、応募者全員に参加賞があります。
 

応募対象：豊中市内に住む小学生 

募集期間：7/25（火）～8/6（日）※7/31（月）は除く  

※作品と応募用紙をセンターに持参 

展示期間：8/9（水）～8/18（金）※8/14(月)は除く  

 

 

募集情報 



 

 

 

 

 

 

NPO法人豊中･伊丹環境政策フォーラムが施設見学を行ってい

る「豊中市伊丹市クリーンランド」は、豊中市と伊丹市の両市域

において排出されたごみを受け入れ、焼却・破砕・選別などの中

間処理を行う清掃工場です。そこには二つの施設があり、ごみ焼

却施設では3基の焼却炉で可燃ごみを焼却処理し、リサイクルプ

ラザ（愛称：豊中伊丹スリーR・センター）では、不燃ごみや粗大

ごみを機械により破砕･選別し、ペットボトルなどの資源物を手選

別・圧縮梱包しています。ここでは家庭から出されたごみ・資源

物がどのように処理されるのかを知っていただくために、施設見

学を随時、受入れています。 

施設見学では、大きなクレーンがごみを掴む様子を間近で見ることができるごみピット、たくさんの収集車が、

ごみを運んできて投入するプラットホームが見学でき、10階の展望フロアからは、空港の滑走路も一望できます。

また、クイズやゲームなどで楽しく遊びながら学ぶことができるコーナーもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設見学の概要】  
 

 日  時 ： 月曜日～土曜日（年末年始除く） 

午前の部： 午前10時～   

午後の部： 午後1時半～  

 所要時間 ： 約2時間 

 料  金 ： 無料  

 定  員 ： 午前と午後それぞれ120名まで 

 

 

【申込み方法】 
 

・10名以上、団体での見学の場合、1週間前までの申込み（申込書の提出）が必要です。 

・10名以下での見学の場合、希望日時の空き状況を電話で確認の上、事前にお申込み下さい。 

・施設の整備を行う場合、学校社会科見学の時期（4月中旬～7月中旬）などは、見学をお断りする場合が

ありますので、ご了承ください。 

 

＜このページに関するお申込み・お問合せ先＞ 

 

NPO法人 豊中･伊丹環境政策フォーラム 

〒561-0806 豊中市原田西町２－２－２ 豊中伊丹スリーR・センター２F 

TEL：06-6841-8152  FAX：06-6841-8162  E-mail：jimukyoku@toyoi-eforum.org 

 

豊中市伊丹市クリーンランドの施設見学に行ってみませんか？ 

 

豊中伊丹スリーＲ・センター 

展望フロア 

クイズコーナー 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ここ 

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：7/27（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 

 

 

とよっぴーの有料配布 
とよっぴーの使い方相談もあります。 

 
日時：7/8（土）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 

 

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  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。 

※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。 

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。 

 
日時：7/18（火）9:30～12:00 ※雨天中止 

場所：千里中央公園 

申込み：7/16（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 

森づくりの集い 
ヒノキの皮むき間伐体験などを通して、水源地域と下流地域の地域間交

流を行います。 
 

日時：7/30（日）8:00～17:00 

   スシロー桜塚店駐車場集合・市役所解散 

場所：滋賀県甲賀市  

対象：小学生以上の子どもと保護者  

参加費：30円（保険代） 

申込み：7/5（水）10:00から受付、30人（先着順） 

わいわいクラブ 

葉っぱでCO2を見てみよう 

葉っぱは、光合成をする中で地球温暖化の原因の一つであるCO
2
を吸

ってくれています。果たしてどれだけのCO
2
を吸ってくれているの

でしょう？計測器を使ってデータで見てみましょう。 
 

日時：7/26（水）10:00～12:00 

講師：みのおアジェンダ21の会CO
2
はかり隊 

対象：小学生（小学3年生以下は保護者同伴） 

参加費：300円 

申込み：7/19（水）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 生活部会 

赤坂下池 ツバメのねぐら入り観察会 

赤坂下池のヨシ原をねぐらとするツバメたちが、夕暮れの空を旋回

し、ヨシ原に入る姿を観察します。 
 

日時：8/5（土）18:00～19:30 現地解散 

   大阪モノレール柴原駅南側階段下集合 

場所：赤坂下池 

申込み：8/3（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 

 

天竺川の河川解放 ～川を身近に感じよう～ 

普段は降りることのできない天竺川の一部を解放します。川の中で水

にふれたり、いきもの観察などができます。簡単な水質検査や川の洪

水リスク図などの展示も行います。 
 

日時：7/8（土）10:00～13:00（出入り自由） 

場所：天竺川西願寺橋南東の堤防付近 

※スロープから川におります 

主催：大阪府池田土木事務所  

共催：服部緑地・天竺川周辺「地域の魅力・顔づくりプロジェクト」

推進連絡協議会 

協力：とよなか市民環境会議アジェンダ21 

申込み・問合せ：大阪府池田土木事務所 地域支援・企画課 

TEL:072-752-4111（内線：376） 

 


