2021 年 10 月号
PICK UP!今月の一押し！
気づく・つながる・楽しむ

健康で持続可能なライフ
スタイルに関する映画

eMIRAIE

や、天竺川の生物調査を行

環境交流センターのお知らせ

います。

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。

●施設の利用について
・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。

●当面の間、条件付きや中止となる利用について
・会議室は条件付き（10 月 1 日から一部変更）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。

●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

10 月 2 日（土）

豊中でがんばるお店のこだわり品、豊中の新鮮野

10:00～11:00

●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

菜、豊中の竹炭・竹製品を販売します。

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

10 月 9 日（土）

●実施:とよなかおもちゃ病院

10:00～11:30

ただきます。
●場所:西願寺橋の南東側、天竺川に降りるスロープ前

天竺川の生き物調査
天竺川にはどのような自然環境があり、どのよう
な生き物が住んでいるのか調査を行います。

10 月 10 日（日）

9:30～12:00

集合
●対象:小学生以上（小学 3 年生以下は保護者同伴）
●申込み:10 月 8 日（金）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
※11～2 月は第３木曜日 10:00～12:00

モノとの付き合い方を考える

整理収納サークル
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共有します。

10 月 21 日（木）

9:30～12:00

●講師:整理収納アドバイザー

尾山敬子さん

●対象:10 月 21 日に参加できる人、7 人（先着順）
●参加費:各回 800 円
●申込み:10 月 1 日（金）13:00～来館受付
●保育:要申込み、10 月 7 日（木）締切

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。

10 月 30 日（土）

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。上映後に①②③交流会
④トークセッションがあります。
①④弁当の日
②③いただきます～みそをつくるこどもたち

①11:00～13:00
②14:00～15:50

●参加費:①④各 500 円、②③各 800 円
●申込み:10 月 1 日（金）10:00～電話受付、
各 30 人（先着順）

10 月 31 日（日）

③10:00～11:50

●保育:要申込み、10 月 14 日（木）締切
●共催:あしたの暮らしとよなか

④13:00～16:45

●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。

※場所の記載がないものは当センターが会場

10 月 9 日（土）

とよっぴーの有料配布

10 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 ㎏ 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:緑と食品のリサイクルプラザ
●定員:各 25 組（1 組 4 人まで）

とよっぴー農園でワクワクお芋
ほり
お芋ほりとたい肥施設の見学や工作体験コーナー
などがあります。

10 月 16 日（土）

●参加費:300 円（2 株分）
●申込:ハガキに希望番号（第２希望まで）、参加者全

①9:00～10:30

員の名前、住所、電話番号、来場の交段を書

②10:40～12:10

き、〒561-0881 中桜塚 1-24-20

③12:40～14:10

10 月 6 日（水）必着

eMIRAIE

環境交流センター内、花と緑のネットワーク宛
（抽選あり）

●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
とよっぴー（3kg150 円）やコメの有料配布もあ
ります。

事業者向け SDGs 勉強会
未来からのアプローチ
事業者が SDGs 目標達成に向かっての取組みを発表
します。一般の人も視聴できますので環境交流セン
ターまでお問合せ下さい。

10 月18 日（月）

9:30～12:00
10 月28 日（木）

10:00～

●場所:千里中央公園
●申込み:10 月 16 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
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

10 月29 日（金）

13:30～16:30

●申込み:10 月 20 日（水）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

～「もったいない」 を 「ありがとう」 に変えるチャンス～

フードドライブを実施します！
【日時】令和 3 年（2021 年）10 月 29 日（金）
11 時 30 分から 13 時まで
【場所】豊中市役所第二庁舎 1 階ロビー
すこやかプラザ２階（岡上の町 2-1-15）
環境事業所北館１階（走井 2-5-5）
ご提供いただきたい食品
ご注意ください！
以下の食品はお引き取りできません。

・お米（白米・玄米・アルファ米）
・パスタ、素麺などの乾麺
・缶詰・レトルト食品・インスタント食品
・のり・お茶漬け・ふりかけ
・粉ミルク・離乳食・お菓子
・調味料（醤油、食用油、味噌など）

・消費・賞味期限が明記されていない食品
・消費・賞味期限が切れている食品
・消費・賞味期限が、令和 3 年（2021 年）11 月 29 日（月）を切っている食品
・開封されているもの
・生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜）
・アルコール（みりん、料理酒は除く）
・ノンアルコール飲料

※新型コロナウイルス感染状況等により中止等になる場合があります。

【問い合わせ先】
豊中市環境部減量計画課
〒561-0891 豊中市走井 2-5-5
電話 06-6858-2279

食品ロスを減らす行動をしてみよう
食品の期限表示を正しく理解する
食品の期限表示は、「消費期限」と「賞味期限」の２種類
があります。
いずれも開封していない状態で、表示されている保存方
法で保存した場合の期限が表示されています。
消費期限は、「食べても安全な期限」、賞味期限は、「お
いしく食べることができる期限」です。
賞味期限は、過ぎてもすぐに廃棄せずに自分で食べら
れるかどうかを判断することも大切です。

食品ロス削減の効果的な方法
買 物
事前に冷蔵庫内などをチェック
▶メモ書きや携帯・スマホで撮影した画像が有効

買物は使う分だけ
▶使う・食べられる量を購入しましょう。

手前に陳列されている食品をチョイス
▶家庭での利用予定に照らして期限表示を確認しましょう。

保 存
最適な保存場所に
▶保存方法に従って最適な場所に保存

ローリングストック
▶期限の長い食品を奥に、近い食品を手前に

調 理
残っている食材から使う
▶「いつか食べる」食品は食品ロス予備軍

食べきれる量を作る
▶体調や健康にも配慮

食材を上手に食べきる
▶定期的に冷蔵庫や収納庫を整理する日を決める

●センターのイベントカレンダー
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●陶器とりかえコーナー

10 月の受付日は

の絵がある日 9:00～17:00

ただし 2 日（土）は 13:00～17:00
●事業者の SDGs 活動の展示

10 月 3 日（日）～29 日（金）

●今月のニュース

●展示情報

事業者の SDGs 活動の展示

リサイクル工作展の受賞者決定！

豊中市内で活動している事業者が、2030 年のあるべき姿

毎年夏休みに、豊中市に住む小学生を対象に、不用品を利用した作品を

に向かってアプローチしている事業活動を展示します。

募集・展示するリサイクル工作展を開催しています。今年の入賞作品が
決定しました。多数のご参加ありがとうございました。

展示期間：10 月 3 日（日）～29 日（金）
☆市民賞（低学年の部）「くねくねロボ」瀬尾 桔平さん（原田小）
☆市民賞（高学年の部）
「リサイクル時計」益地 花緒さん（刀根山小）
☆デザイン賞
「地球のために、SDGs の風を吹かせよう」藤本 春陽さん（緑地小）
☆リサイクル賞
「ししゅういりはんかち」森 紳一郎さん（北緑丘小）
☆特別賞「あいすやさん」岩本 芽さん（中豊島小）

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

