2019 年 11 月号
PICK UP!今月の一押し！
地域こだわりマルシェ＆

気づく・つながる・楽しむ

野菜市場や猪名川自然林を
守る活動があります。

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。
※場所の記載がないものは当センターが会場

●豊中市立 eMIRAIE 環境交流センターの催し

地域こだわりマルシェ＆
野菜市場

11 月 2 日（土）

豊中でがんばるお店のこだわり品、豊中の新鮮

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

野菜、豊中の竹炭・竹製品などを販売します。

猪名川自然林の保全作業と
自然観察
尼崎市と豊中市の間を流れる猪名川は 1965～
1970 年にかけての大改修工事の際、両市市民の
運動により一部が自然林として残されました。林

●場所:豊中市役所第二庁舎ロビー集合・解散

11 月 25 日（月）

9:00～12:00

床整理、ササ刈り、不法投棄ごみ清掃等の作業

（往復マイクロバス）
●申込み:11 月 23 日（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 自然部会

※少雨決行

後、自然観察も行います。
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。

●センターの募集情報

●展示情報

リユースバザー出店者募集

SNS で省エネをつなぐ！マチカネくん駅伝

12 月 7 日（土）に開催するリユースバザーの出店者を募集

参加者がマチカネくんのぬいぐるみと一緒に「ぬい撮り」し

します。

た省エネ取組みの写真や、10 月 14 日まで実施した第 1 期の
結果と 11 月 16 日から始まる第 2 期の参加チームの順位など

定員:市民・団体 14 店

を紹介します。

（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「12 月 7 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
11 月 13 日（水）必着（持参不可）、抽選あり、
結果は当選者のみ通知

展示期間：11 月 30 日まで

●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。

11 月 9 日（土）

とよっぴーの有料配布

11 月 27 日（水）

10:00～11:00
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。

とよっぴー地産地消採りたて
野菜市

11 月 12 日（火）

9:30～12:00
11 月 28 日（木）

10:00～

とよっぴー（3kg150 円）やコメの有料配布

葛のつると木の実を使って、クリスマス用の
リース作りを楽しみませんか。リース作りの

●費用:10 ㎏ 250 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
●場所:千里中央公園
●申込み:11 月 10 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
●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

売り切れ次第終了

もあります。

たのしいリース作りと竹ごは
ん

●場所:緑と食品のリサイクルプラザ

●場所:千里中央公園 野外炊さん場

11 月 30 日（土）

10:00～12:00

後は、竹で炊いたイモごはんをいただきま

※少雨決行

す。

●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:11 月 26 日（火）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 竹炭プロジ
ェクト

とよな市民環境展 2019
広げよう地球に優しいエコライフ
～脱プラスチック社会の構築～
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、16 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 月 15 日（金）10:30～15:30
16 日（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
・スタンプラリー（景品あり） ・竹炭、とよっぴー3kg の有料配布
・リユースコーナー（16 日抽選） ・省エネ相談会
《16 日のみ開催》
・企画展示「脱プラスチック社会の構築」
・こども服のリユース（1 人 10 点まで） ・古本市
・とよっぴーで育てた野菜の有料配布 ・飲食コーナー
・ステージイベント
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

環境展公式 Instagram
@toyonaka.kankyoten
「#とよなか市民環境会議アジェンダ 21」
「#とよなか市民環境展」などで検索！
フォローやいいね！をお願いします！

豊中エコショップにレッツゴー!!

第2弾

【実施期間】 令和元年（2019 年）11 月 1 日（金）～30 日（土）
【内

容】 豊中エコショップスタンプラリー対象店舗をご利用の際、スタンプの押印条件を満たせ
ば、量販店・飲食店・小売店（色別）の各スタンプを押印します。
スタンプを一定数以上集め、応募用紙に記載しているクロスワードに答えて応募すれば、
抽選で素敵な賞品をプレゼント

【目

的】 エコショップの環境に配慮した取組みをより多くの市民に知っていただくことで豊中エコ
ショップ認定店舗の利用を促進し、ごみの減量と温室効果ガスの削減に寄与するものです。

【賞

品】 ■エコプロ賞（スタンプ 5 個以上）
・ 豊中市 A 賞 リユース自転車引換券 26～27 インチ 3 名様
※豊中市減量計画課（走井 2-5-5）まで取りに来ることが可能な方に限ります。
・ 豊中市 B 賞 エコポイントチケット「とよか」10,000 ポイント 1 名様
※100 ポイント＝100 円として、豊中市内の指定のお店で使えます。
■エコショップ協賛賞
※12 店舗 計 155 名様 各賞すべてに豊中市指定ごみ袋セット（大・中・小）がつき
ます。
■詳細については、豊中市のホームページからも検索できます。
問合せ：豊中市 環境部 減量計画課 計画推進係
TEL：06-6858-2279 FAX：06-6843-3501

賢い選択

COOL CHOICE
で始めるエコライフ

（クールチョイス）

豊中市では、

第２次豊中市地球温暖化防止地域計画（チャレンジ-70 プラン）において「一人ひとりが環境に
やさしいライフスタイルを実践しよう」を推進する具体的な取組として「COOL CHOICE（賢い選
択）
」運動の実践を掲げており、市民・事業者の皆様とともに地球温暖化対策を積極的に取り組んで
います。
みなさまも豊中市も賛同している環境省の地球温暖化対策に資する国民運動「COOL CHOICE
（賢い選択）
」に賛同し、地球温暖化対策に取り組んで行きましょう！

さまざまな COOL CHOICE に係わる取組みを、以下のイベ
ントで、紹介しています。
・とよなか市民環境展（豊島体育館）
11 月 16 日（土）10 時から 15 時 30 分
・野畑地区文化祭（野畑小学校）
11 月 17 日（日）10 時から 14 時 30 分
・庄内南地区文化祭（庄内南小学校）
11 月 17 日（日）10 時から 15 時

問合せ：豊中市 環境部 環境政策課 環境企画係
TEL：06-6858-2108 FAX：06-6842-2802

●センターのイベントカレンダー

11 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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センター外で「猪名川自然林の保全作業

「SNS で省エネをつなぐ！マチカネくん駅伝」11 月 30 日（土）まで

と自然観察」を実施します。

おすすめ図書のご紹介！
センターで所属している書籍の中から、お薦めの図書を 2 つご紹介します。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。

「動物の箱舟」ジョエル・サートレイ【写真・著】

「気候カジノ
―経済学から見た地球温暖化問題の最適解」

日経ナショナルジオグラフィック

ウィリアム・ノードハウ【著】

社 2017/8 発売

日経 BP 社 2018/10 発売

「フォト・アーク」って知ってま

さらなる経済成長と温暖化防止は

すか？この本には絶滅の危機にあ

両立できる！？

る動物約 400 種が掲載されていま

少し分厚い本ですが、秋の夜長に

す。美しい動物の写真を通して地

じっくり読んでいただきたい 1 冊

球上の生き物の存在を知ってくだ

です。

さい。

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

