
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、しょうない REKのリサ

イクル本などを販売します。 

3月6日（土） 
10:00～11:00 
※リサイクル本の販売

は 12:00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、竹炭プロジェクト 

豊中市小売商業団体連合会 

しょうない REK 

買い物から考えるＳＤＧｓ 
＜10日＞商品を SDGs の視点で購入するための

「お買い物ガイド」作りをします。 

＜13日＞環境保全に力をいれている企業の事例を

聞いて、ＳＤＧｓにつながる商品の選び方を学び

ます。 

3月10日（水）

3月13日（土）

10:00～12:00 

＜10日＞ 

●講師:とよなかＥＳＤネットワーク 上村有里さん 

●申込み:3月 6日（土）締切、会場 20人・オンライ

ン 10人（先着順） 

●保育:要申込み、3月２日（火）締切 

＜13日＞ 

●講師:サラヤ(株) 諸江久美子さん 

●申込み:3月 11日（木）締切、会場 20人・オンラ

イン 10人（先着順） 

●保育:要申込み、3月 4日（木）締切 

サイエンスカフェ 
体や環境にいい保湿     
化粧品の保湿情報の見極め方や向き合い方を聞い

て参加者同士で情報交換します。 

3月11日（木）

10:00～12:00 

●講師:ＧＯＫＡＮの木 梁井結さん 

●参加費:500 円 

●申込み:3月 9日（火）締切、15人（先着順） 

●保育:要申込み、3月 4日（木）締切 

 

 

 

・咳などの風邪症状や発熱など、体調不良のある方は、センターのご利用をご遠慮ください。 

・マスクの着用など、咳エチケットの徹底にご協力ください。 ・大声での会話、握手などを控えてください。 

・手洗いやうがい、手指のアルコール消毒にご協力ください。 ・イベント時には検温をお願いする場合があります。

・会議室は条件付き（1月14日から変更）の利用となります。詳細はお問い合わせください。 

・交流フロアはイスのみ一部に設置します。イスは動かさずにその場でご利用ください。 

・キッズスペースは利用できません。        ・図書の貸出しはできますが、長時間の閲覧はご遠慮ください。

2021 年 3 月号 

毎日の暮らしでできるＳＤ

Ｇｓアクションについての

講座や、玉ねぎ染めと玉ね

ぎはがき作りがあります。
eMIRAIE 

環境交流センターのお知らせ 

気づく・つながる・楽しむ

大人 ジュニア 

※場所の記載がないものは当センターが会場 

PICK UP!今月の一押し！

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

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。 

●施設の利用について 

●当面の間、条件付きや中止となる利用について（2月 26日現在） 

●eMIRAIE 環境交流センターの催し  

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。 



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。 

3月13日（土）

10:00～11:30 
●実施:とよなかおもちゃ病院 

リサイクル工作 
玉ねぎ染めと玉ねぎはがき 
玉ねぎの皮で、世界に１枚だけの染め物と紙すき

はがきを作ります。 

3月19日（金）

10:00～12:00 

●参加費:300 円 

●申込み:3月 17日（水）締切、10人（先着順） 

自然ふしぎ発見クラブ 
春の野草観察と草木染め 
植物観察と採集、草木染め体験。 

３月20日（祝）

10:00～12:00 
※雨天決行 

●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:3月 18日（木）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

自然学習講座 
天下茶屋湿地と片葉葦の保全 
大阪市西成区の上町台地にある湿地をテーマとして、

市街地では貴重な湿地の保全について学びます。 

3月21日（日）

14:00～16:00 

●場所:中央公民館 

●講師:なにわの片葉葦保存会 磯上慶子さん 

●申込み:3月 19日（金）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

世界・自然・豊中を学ぼう 
ぴったんこ隊mini 
作ったり、あそんだり、さわったり、いろんなも

のを体験（ぴったんこ）しながら、環境について

学ぶ連続講座です。大学生と一緒にエコに取り組

むお店の見学などをします。 

3月27日（土）

3月29日（月）

3月30日（火）

14:00～16:00 

●場所:環境交流センターほか 

●対象:小学 1～4年生  

●講師:大阪大学環境サークルGECS ほか 

●参加費:1,000 円（3回分） 

●申込み:3月 9日（火）10:00～14日（日） 

電話受付、14人（抽選あり） 

身近な生き物しらべ 
カエル調査豊中 報告会 
市民調査員による調査報告と冊子の配布を行いま

す。 

3月27日（土）

14:00～16:00 

●場所:くらしかん 

●申込み:3月 25日（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

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者向けＳＤＧｓ勉強会 
未来からのアプローチ 
ＳＤＧｓを実践するための勉強会です。先進的な

取組みをしている事業者もゲスト参加します。 

３月17日（水）

14:00～16:30

●講師:グローバル･コンパクト･ネットワークジャパ

ン分科会 推進委員長 桑原崇さん 

●申込み:3月 14日（日）締切、20社（先着順） 

●実施:とよなか市民環境会議アジェンダ21 事業部会

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、曽根周辺で撮影した写真

を使ったクラフト作りをします。 

３月21日（日）

13:30～16:00

●場所:環境交流センター集合・解散  

●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:3月 2日（火）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

 

●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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20 回ごみ減量オンラインフォーラム 
 

 

配信期間：令和 3 年(2021 年) 3 月 19 日(金) 12 時 ～ 21 日(日) 20 時 YouTube 配信（申込制） 

参 加 費：無料 

内  容：第 1 部 優良エコショップ認定証交付式 

（株式会社ダイエー・生活協同組合コープこうべ）  

          第 2 部 受賞「食品ロス削減推進大賞審査委員会委員長賞」 

          第 3 部 講演「冷蔵庫の整理整頓から食品ロスを減らす」 

（講師：整理収納からもったいないゴミを減らす ufufu Osaka 

副代表 龍田 美穂 さん） 

申込方法：下記申込み方法で、イベント名、住所、氏名、連絡先をご連絡ください。 

     電話、FAX、郵送、E メール・電子申込など、市ホームページからも 

申込み様式をダウンロードすることができます。 

申込締切：令和 3 年(2021 年) 3 月 18 日(木) 

 

 

 

食品ロスの削減に向けて 
～もったいないから始めよう～ 

【申込み・問い合わせ】 
豊中市 環境部 減量計画課 
TEL：06-6858-2279 FAX：06-6843-3501 
Ｅﾒｰﾙ：genryou@city.toyonaka.osaka.jp 

共同宣言で掲げる項目 

気候非常事態共同宣言 
豊中市と吹田市が温暖化対策を広域で推進 

豊中市と吹田市は、気候非常事態共同宣言を 2 月 10 日（水）に行

いました。 

両市は、これまで「地球温暖化対策に資する自治体間連携・協力

に関する基本協定」を締結し、市域の枠を超え、地球温暖化対策に

取り組んできました。 

近年の地球温暖化の影響で、集中豪雨や異常な気温上昇など、自

然や生活などさまざまな被害が発生しています。気候変動がもたら

す危機的状況を市民・事業者・行政が「自分事」として深く受け止

め、それぞれの立場で何をすべきか考え行動することが求められて

います。 

両市は、「気候変動危機」を喫緊の課題と重く受け止め、さらに連

携を深め、広域で取り組むため、共同で宣言するものです。 

1.無駄なエネルギー消費の抑制、省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの積極的な活用などにより、2050 年

までに温室効果ガス排出量実質ゼロに向けて取り組みます。 

2.市民一人ひとりが環境問題について意識を高め、行動することができるよう、気候変動がもたらす危機的状況を

広く市民へ周知啓発します。 

3.市民、事業者、関係団体などと連携し、気候変動対策に取り組みます。 

【申込み・問い合わせ】 
豊中市 環境部 環境政策課 
TEL：06-6858-2106 FAX：06-6842-2802 



あの日を忘れない！  
～いのちと環境を守り、未来につなごう～ 
阪神淡路大震災や東日本大震災を振返ると共に南海トラフ

への備えを写真や資料で紹介します。 

展示期間:3月 11日（木）～30日（火）  

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 
 1 
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休館日 
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                      陶器とりかえコーナー 3月の受付日は   の絵がある日 9:00～17:00 

ただし 6日（土）は 13:00～17:00 

「あの日を忘れない！」 展示期間:3月 11日（木）～30日（火）  

３月 
●センターのイベントカレンダー 

自然ふしぎ発見
クラブ 

買い物から考え
るＳＤＧｓ 

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。 

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。 

サイエンスカフェ

リサイクル工作 

自然学習講座 ぴったんこ隊 

ぴったんこ隊 

センター外で、ぴったんこ隊
を実施します。 

カエル調査報告会

●展示情報

買い物から考え
るＳＤＧｓ 

おもちゃ病院 

●今月のニュース 

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し出しができます（1人 5冊まで、2

週間）。受付でお気軽にお声掛けください。 

 

 

 

 

◆ドラえもん科学ワールド 未来のくらし 

藤子・Ｆ・不二雄【著】 小学館（2020/1 発売） 

◆かわいいパッケージクラフト お菓子なおしゃれ雑貨 

平田美咲【著】 汐文社（2019/3 発売） 

◆環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書 令和 2年版  

環境省  日経印刷＜閲覧のみ＞ 

マルシェ＆野菜
市場 


