2019 年 6 月号

PICK UP!今月の一押し！

気づく・つながる・楽しむ

豊中の自然に学ぶ講座や
映画祭、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
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。

●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

地域こだわりマルシェ＆
野菜市場

●実施:とよなか市民環境会議アジェンダ 21

豊中でがんばるお店のこだわり品、豊中の新鮮野

６月 1 日 (土）

10:00～11:30

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

菜、豊中の竹炭・竹製品などを販売します。

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。

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。

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。

無添加で繰り返し使える
みつろう eco ラップ作り
蜜ろうと好きな絵柄のオーガニックコットンで食

６月 1 日 (土）

10:15～13:00
６月 4 日 (火）
～30 日 (日）

9:00～17:00
６月 8 日 (土）

10:00～11:30
６月 13 日 (木）

10:30～12:30

※月曜日は除く。6 月 30 日は 13:30 まで
●抽選:6 月 30 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）

●実施:とよなかおもちゃ病院

●講師:たね・と・め代表 加藤理紗さん
●参加費:2,000 円
●申込み:6 月 11 日（火）締切、12 人（先着順）

品用ラップを作ります。

自然ふしぎ発見クラブ

千里川・ヒメボタル保全区域
の自然観察
北緑丘団地付近の遊歩道あたりから下流に向かっ
て川筋を歩き、多様な生物が棲息する「春日町ヒ
メボタル特別緑地保全地区」で自然のふしぎを見

●場所:阪急バス北緑丘団地バス停付近集合

６月 15 日 (土）

10:00～12:00

→現地解散
●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:6 月 13 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

つけましょう。
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
大人

ジュニア

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。

ちょっとロハスな映画祭
健康で持続可能なライフスタイルに関する映画の
上映と交流会を行います。
有料①0 円キッチン
有料②HAFU・ハーフ
有料③ビューティフル アイランズ
有料④コスタリカの奇跡
短編Ａ懐かしい未来 （ダイジェスト版）
短編Ｂタシちゃんと僧侶

●対象:①③各 60 人、②④各 15 人

6 月 23 日（日）

①10:00～12:00
②11:30～13:30
③13:30～15:30
④15:00～17:00

短編Ｃパーマカルチャー

●参加費:各 800 円
●申込み:6 月 2 日（日）から来館・電話受付
(先着順）
●保育:①～④のみ、要申込み、6 月 9 日（日）締切
※短編 A～D は無料上映。当日 9:00 から受付で上映
チケットを配布します（先着順）
●共催:あしたの暮らし とよなか

短編Ｄスマホの真実

自然学習講座

クビアカツヤカミキリ被害
の現状と対策
クビアカツヤカミキリは近年日本に侵入したばか
りの外来種ですが、桜の木などに幼虫が巣食って

６月 27 日 (木）

14:00～16:00

●講師:府立環境農林水産総合研究所 金子修治さん
●申込み:6 月 25 日（火）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

枯らせてしまう虫です。その生態や被害の実態、
防除法などを知りましょう。

クリーンランド市民講座

かわいいバナナ好きのキャ
ラクターを作ろう
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」との記念撮影などを行います。

６月 30 日 (日）

13:00～14:00

●申込み:6 月 5 日（水）10:00 から来館・電話
受付、20 人（先着順）

６月 30 日 (日）

14:15～15:00

●とよなか市民環境会議アジェンダ 21 からの案内

※場所の記載がないものは当センターが会場

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。

バケツで my 米作り
稲の苗（1 株 3 本）、肥料（スプーン 1 杯）、
稲作りの資料をセットにして配布します。

６月 11 日 (火）
～14 日 (金）

10:00～16:00

写真で元気
撮った写真であなただけのオリ
ジナル・クラフト作り
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。

●対象:100 人（なくなり次第終了、1 人 2 セットま
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
●場所:環境交流センター集合解散

６月 16 日 (日）

13:00～16:30

●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（土）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

長内市長が
「COOL CHOICE（クールチョイス）宣言」表明
長内繁樹豊中市長は、地球温暖化対策の取組みをより一層推進するため、国民運動
「COOL CHOICE（クールチョイス）」に賛同し、平成 31 年（2019 年）4 月 15 日に
宣言を表明しました。
これまでも、地球温暖化対策の取組みを推進してきましたが、さらに市民や事業者に
「COOL CHOICE=賢い選択」を促す情報を発信し、実践の機運を高めます。
※国民運動「COOL CHOICE（クールチョイス）
」とは・・・
「我が国の温室効果ガス削減目標の達成のために、省エネ・低炭素型の製品・サービ
ス・行動など、温暖化対策に資する、また快適な暮らしにもつながるあらゆる「賢い
選択」を促す取り組みで、国の主導により実施されています。
」

ひしゃく一杯で、
天然のエアコンの
できあがり。

近ごろの冷蔵庫は、
氷だけじゃなく、
省エネもつくってくれる。

【お問合せ】
豊中市環境部環境政策課 環境企画係
TEL：06－6858－2128

●センターのイベントカレンダー

６月

※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。
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リユースコーナー （展示）

6 月 4 日（火）～30 日（日）13:30

●センターの募集情報

えこっ子フリマ出店者募集

エネカフェ 知って得する省エネ講座

7 月 21 日（日）に開催する「親子ぐるぐるフェス」の子ども

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

フリーマーケットの出店者を募集します。

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。

定員:市在住の小学生と保護者、7 店
申込み:6 月 11 日（火）～16 日（日）に電話受付。抽選あり

日時:6 月 9 日（日）10:00～12:00

その他:当選者は事前説明あり。6 月 22 日（土）～7 月 6 日

ナビゲーター:あしたの暮らし とよなかエネルギー部

（土）（休館日を除く）に要来館。

筒井章子さん、永谷タイさん
申込み:6 月 7 日（金）締切、15 人（先着順）

絵本のリサイクル回収

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

家庭で不用になった乳児～小学生向けの絵本を回収します。汚

プロジェクト

れや破損のないものに限ります。児童書、図鑑や月刊誌は対象
外。集めた絵本は、「親子ぐるぐるフェス」（7 月 21 日開
催）の絵本の交換会で希望者に交換・配布します。
期間:6 月 4 日（火）～7 月 13 日（土）9:00～17:00

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。

ココ

