
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 

６月2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 

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。 

６月2日 (土） 
10:15～13:00 

 

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。 

６月９日 (土） 
10:00～11:30 

●実施:とよなかおもちゃ病院 

着物地や端切れで作る 
眼鏡ケース 
持ち運びがしやすい眼鏡ケースを手縫いで作りま

す。 

６月14日 (木） 

13:00～15:30 

●講師:そね 21の会レディース 

●参加費:400円 

●申込み:6月 12日(火）締切、15人(先着順） 

豊中の里山探訪  
第 3千里緑地から島熊山窯跡 
島熊山窯跡は千里ニュータウン造成時に発見さ

れ、第 3千里緑地の中にある貴重な遺構として保

存されています。里山を感じながら島熊山窯跡を

訪ねます。 

６月16日 (土）

9:30～12:00 

●場所:大阪モノレール千里中央駅改札前集合、 

現地解散 

●申込み:6月 14日(木）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 

リユースコーナー 
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し

ます。抽選により希望者に無料で譲ります。 

６月20 日 (水）

～7月22日 (日） 

9:00～17:00 

※月曜日と 7月 17日(火）は除く。 

7月 22日は 13:30まで 

●抽選:7月 22日(日）14:00に抽選。搬出は各自 

●申込み:展示期間中にセンターで受付(申込用紙に 

記入） 

 
 
 

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。 

2018年 6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！ 

豊中の自然に親しむ講座や

おもちゃ病院、リユースコ

ーナーがあります。 eMIRAIE 

環境交流センターのお知らせ 

 

気づく・つながる・楽しむ 

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、講座に参加しやすくなったり、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が利用できるようになったりします。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。 

 

※場所の記載がないものは当センターが会場 



 
 

自然学習講座  
その地域の自然の達人・
トコロジストになろう 
トコロジスト＝「トコロ(場所)」と「ジスト

(～する人)」を組み合わせた造語です。お気に

入りの地域を歩き、自然や歴史に触れ、トコロ

ジストになる方法を学びます。 

６月24日 (日） 

14:00～16:00 

●場所:中央公民館 

●講師:日本野鳥の会普及室室長代理 箱田敦只さん 

●申込み:6月 22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 

 

おしゃべりカフェ 
エコゲーム体験会 
お茶をしながら、日々の暮らしのことなど、み

んなで楽しくおしゃべりしてみませんか。今回

は館内貸出中のエコゲーム(電源を使わない世界

のアナログゲーム）のちょこっと体験もありま

す。 

６月28日 (木）

10:00～12:00 
●随時参加可・出入り自由 

環境ギャラリー 
モッタイナイは社会貢献 
6 月の環境月間に合わせて、マイバッグ持参や

食品ロス対策などゴミ減量に関する展示を行い

ます。 

6月5日 (火)～

17日 (日) 
●協力:豊中市環境部減量計画課 

 
 
 
 
 
 
 

とよっぴーの有料配布 
 

６月9日 (土）  

６月27日 (水） 
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 

写真で元気 写真撮影とクラフ
ト作りで自分の思いを再発見 
身近な環境をテーマに、曽根周辺の写真撮影

とクラフト作りをします。 

６月10日 (日）

13:00～16:45 

●場所:環境交流センター集合、曽根かいわい  

●講師:日本写真療法家協会 塩見光夫さん 

●参加費:500円 

●申込み:6月 1日(金）から受付、6人(先着順） 

●実施:とよなか市民環境会議アジェンダ21 企画屋本舗 

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。 

６月27日 (水）

9:30～12:00 

●場所:千里中央公園 ※雨天中止 

●申込み:6月 24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。 

６月28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  

 

●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。 

●豊中市立 eMIRAIE環境交流センターの催し  ※場所の記載がないものは当センターが会場 

※場所の記載がないものは当センターが会場 



 
 
 
 
 

 

ごみと温室効果ガス(ＣＯ₂）の排出抑制を目的として、北摂地域の７市３町(豊中市、池田市、吹田市、 

高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町、豊能町、能勢町）と同地域にある食品スーパー９事業者で「北 

摂地域におけるマイバッグ等の持参促進及びレジ袋削減に関する協定」を締結しました。同協定に基づき、 

協定締結事業者でレジ袋の無料配布中止が開始されます。お買い物の際は、マイバッグを持参しましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●レジ袋の使用状況等 

◆一人当たりの年間使用枚数 ⇒ 約 240枚 

◆レジ袋一枚(約 6.8ｇ）あたりの製造に要する石油量 ⇒ 約 8.2ml 

◆レジ袋一枚をごみとして焼却した際に排出されるＣＯ₂の量 ⇒ 約 33ｇ 

     (出典:環境省ホームページ） 

 

●北摂地域で見込まれる効果(北摂地域でレジ袋が全て無くなった場合） 

◆ごみ排出量の削減  ⇒ 約 5,366ｔ 

◆ＣＯ2排出量の削減 ⇒ 約 16,863ｔ 

※各自治体での組成調査におけるレジ袋混入率の平均値から算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

【協定締結事業者】 

◆イオンリテール株式会社 近畿・北陸カンパニー  

◆イズミヤ株式会社  

◆株式会社関西スーパーマーケット 

◆株式会社光洋  

◆株式会社ダイエー  

◆株式会社阪急オアシス  

◆株式会社平和堂   

◆株式会社万代  

◆株式会社ライフコーポレーション  

（五十音順） 

 

マイバッグ等の持参

にご協力お願いいた

します！ 

【お問合せ】 

豊中市環境部減量計画課 

TEL：06-6858-2279 

６月から北摂７市３町でレジ袋の無料配布中止が    

順次実施されます！ 
 



 

 

 

 

 

   
 

 
 
 

 

 

・「編み方いろいろエコクラフトのかご」 

荒関 まゆみ【著】/朝日新聞出版(2016/04 発売） 
 

・「NAKED FASHION - ファッションで世界を変え 

る」サフィア・ミニー【著】小野倫子【訳】/フ

ェアトレードカンパニー(2012/10発売） 

・「発酵文化人類学―微生物から見た社会のカタチ」

小倉 ヒラク【著】/木楽舎(2017/05発売） 
 

・「北欧＆東欧テイストのエコたわし―かぎ針編み

で簡単！36 デザイン」主婦と生活社【編】/主婦

と生活社(2016/06発売） 

 

日 月 火 水 木 金 土 
     1 2 

3 4 

休館日 

5 6 7 8 9 

10 11 

休館日 

12 13 14 15 16 

17 18 

休館日 

19 20 21 22 23 

24 25 

休館日 

26 27 28 29 30 

 

●今月のニュース 

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。内容について、ご意見・ご感想やご質問がご

ざいましたら、下記まで気軽にお寄せ下さい。 

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 
 

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。 

●センターのイベントカレンダー 

 ６月 
 

おもちゃ病院 

リサイクル工作 

豊中の 

里山探訪 

リユースバザー 

自然学習講座 

リユースコーナー （展示） 6月 20日(水)～7月 22日(日)13:30  

新着図書の紹介！ 
センターに新しい図書が入りましたので、一部を紹介します。いずれもセンター内での閲覧や

貸出ができます（１人 5冊まで 2週間）。受付で気軽にお声かけください。 

 

※とよなか市民環境会議アジェンダ 21のイベントは掲載していません。 

おしゃべりカフェ 

環境ギャラリー「モッタイナイは社会貢献」 6月 5日(火)～17日(日) 

tel:06-6858-2279

