（2017 年 11 月）

eMIRAIE 環境交流センターのおしらせ
11 月のイベントカレンダー
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地域こだわりマルシェ＆野菜市場

4（土）

★

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。

★:環境交流センター内
☆:環境交流センター外

18（土）
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：11/4（土）10:00～11:30

日時：11/18（土）10:00～11:30

実施：とよなか市民環境会議アジェンダ 21

場所：くらしかん

花と緑のネットワーク、竹炭プロジェクト

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

豊中市小売商業団体連合会

整理収納サークル（月1 連続講座）★

22（水）

整理収納のコツを聞き、自宅の整理収納を進め、地域のリユース
情報を収集します。

リサイクル工作

25（土）

紙すきではがき作り

★

牛乳パックを材料に紙すきのはがき作りに挑戦します。
日時：11/25（土）10:30～11:30

日時：11/22（水） 9:30～12:00

講師：NPO 法人ZUTTO 若者居場所工房ぐーてん

12/13（水）10:00～12:00

対象：5 歳以上（小学3 年生以下は保護者同伴）

1/24（水）10:00～12:00

参加費：100 円

講師：整理収納アドバイザー 尾山敬子さん

申込み：11/2（木）10:00 から電話受付、10 人（先着順）

対象：初回に参加できる人、10 人
参加費：各回800 円
申込み：11/21（火）締切、10 人（先着順）

リユースバザー

保育：要申込み、11/8（水）締切

★

12/2（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
参でご参加ください。

サイエンスカフェ

ナチュラルクリーニングで大掃除

30（木）
★

日時：12/2（土）10:15～13:00

そろそろ始めたい年末の大掃除。気になるキッチン回りやお風呂
場などで合成洗剤を使わずに簡単にできる、環境にも家族の体に
もお財布にも優しいお大掃除の方法を実演から学びます。
日時：11/30（木）10:00～12:00
講師：Wakka 黒河内繁美さん
参加費：500 円（ちょっとしたお茶・お菓子付）
申込み：11/28（火）締切、15 人+FC 枠5 人（先着順）

→裏面に続きます！

保育：要申込み、11/16（木）締切
※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。

地域こだわりマルシェ
＆野菜市場 ★

12/2（土）

年に一度のスペシャルイベント！

ファンクラブ交流会

12/3（日）

★

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・

ファンクラブメンバーの交流会を開催します。第一部ではリク

竹製品などを販売します。

リエーションとして「宝さがしゲーム」を、第二部ではおいし
いおやつを食べながら、メンバーの懇親会を予定しています。

日時：12/2（土）10:00～11:30

子どもから大人までご参加頂けます。皆さまお誘い合わせの上お

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

越しください。
日時：12/3（日）13:00～15:30

豊中市小売商業団体連合会

対象：ファンクラブメンバー、または当日にご入会頂ける方
申込み：11/26（日）締切、50 人（先着順）
※ファンクラブは小学生以上が対象ですが、幼児を連れてご参加
いただけます。
※メンバーでないご友人やご家族も一緒にご参加いただけます
が、その方も入会をお願いします。

募集情報

エネカフェ

18（土）

知って得する省エネ講座

リユースバザー出店者募集
12/2（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

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。

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）

日時：11/18（土）10:00～12:00

①「12 月2 日バザー参加」、②住所、③名前（ふりがな）、

ナビゲーター：あしたの暮らしとよなかエネルギー部
筒井章子さん

④電話番号、⑤参加人数、⑥バザーチラシの希望枚数
11/17（金）必着（持参不可）、抽選あり、結果は当選者のみ通知

申込み：11/17（金）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
地球温暖化対策プロジェクト

募集情報

制服・学用品の回収

★

12/2（土）

まだ使える不要になった幼稚園から高校までの制服・学用品・部活
品をお持ち込みください。後日、必要な人へ有料でマッチングしま
す。
日時：12/2（土）10:00～12:00
実施：おさがりの会

今月のニュース！

ファンクラブメンバー証の更新を行います！
2018 年 3 月 31 日をもって現在のファンクラブメンバー証の有効期限が切れるため、メンバー証の更新を行います。
以下の期間中に来館して新しいメンバー証を受け取られた方には、ファンクラブポイントを 1 ポイント進呈します。な
お、期間中に来館して受け取られなかった方へは、後日郵送にてお届けします。
対象期間：2017 年 11 月 7 日（火）～2018 年 1 月 31 日（水）まで
対象：ファンクラブメンバー全員

環境に関する各計画について意見募集を実施します。
募集期間：平成 2９年（201７年）11 月 20 日（月）～12 月 11 日（月）
対

象：豊中市在住か在勤・在学の人、市内の事務所、納税義務者、利害関係者

素案の内容と応募用紙は、市政情報コーナー、庄内出張所（庄内幸町）
、新千里出張所（新千里東町）
および担当課にあります。また、市ホームページでも内容の閲覧・意見の提出が可能です。

【意見募集する計画素案】
計画名および概要

担当課

第３次豊中市環境基本計画素案
環境基本条例に基づき、環境の保全や創造に関する目標と施策の枠組みを示した計画
素案

第２次豊中市地球温暖化防止地域計画素案

環境政策課
（TEL：6858-2106
2128）

地球温暖化防止に向けて、市域の温室効果ガス削減のための目標や取組みを示した計画
素案

第２次豊中市みどりの基本計画素案
緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する取組みを総合的かつ計画的に行うため、 公園みどり推進課
（TEL：6843-4141）
本計画の目標やみどりの将来像、施策の展開などについて示した計画素案

第４次豊中市一般廃棄物処理基本計画素案
協働で取り組む循環型社会の構築を基本理念とし、ごみの減量目標や個別目標、基本施
策などについて示した計画素案

災害廃棄物処理計画素案
災害発生時に円滑に廃棄物の処理を実施するため、災害廃棄物等の発生量を想定し処理
体制など必要な事項を定めた計画素案

減量計画課
（TEL：6858-2279）

とよなか市民環境会議アジェンダ 21 からの案内
とよなか市民環境展 2017
エコ

～~~未来へつなごう eco のバトン～
とよなか市民環境展は、市民団体・事業者・行政などが環境活動を紹介します。
環境について楽しく学べるブースがある他、11 日には飲食コーナーや
ステージイベントもあります。皆さまのご来場をお待ちしております！
日時：11/10（金）10:30～15:30
11/11（土）10:00～15:30
場所：豊島体育館
主な内容：
《両日開催の催し》
・環境展示・体験 ・自然工作 ・落ち葉プール ・竹炭、竹酢液の有料配布
・小型家具のリユースコーナー（11 日抽選） ・スタンプラリー（景品あり）
・エコポイントチケット「とよか」がもらえる省エネ相談会
・使用済み天ぷら油の回収（家庭のみ）
《11 日のみ開催》
・飲食コーナー ・こども服のリユースコーナー（14:00 まで）
・おもちゃ病院 ・古本市 ・ステージイベント
・とよっぴー、とよっぴーで育てた野菜の有料配布
主催：とよなか市民環境会議アジェンダ 21
共催：とよなか市民環境会議、豊中市、豊中市教育委員会、公益財団法人豊中市スポーツ振興事業団
協力：豊中市労働組合連合会,、体育館通り商店会、服部西商店会、服部阪急商店街振興組合

とよっぴーの有料配布

竹切り体験

とよっぴーの使い方相談もあります。

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：11/11（土）、22（水）10:00～11:00

日時：11/20（月）9:30～12:00 ※雨天中止

場所：緑と食品のリサイクルプラザ

場所：千里中央公園

費用：10 ㎏ 200 円（1 人7 袋まで）

申込み：11/18（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 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

※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）

ここ

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。

