
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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・竹製品を販売します。 

4月2日（土） 
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 

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。 

4月9日（土） 
10:00～11:30 

●実施:とよなかおもちゃ病院 

自然ふしぎ発見クラブ 
竹のふしぎ発見と地下茎の観察 
竹林の様子や竹とタケノコと地下茎にはどんな繋

がりがあるのかを観察します。観察後はタケノコ

掘りを体験します。 

4月16日（土）

9:30～12:00 
※小雨決行 

●場所:千里中央公園 

●対象:5歳以上の子どもを含む家族 

（1組 3人まで、小学 3年生以下は保護者同伴）

●申込み:4月 5日（火）14:00から電話受付、15組 

（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。 

4月16日（土）

10:00～13:00 
 

   

・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。 

・キッズコーナーは利用できません。         

・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。

2022 年 4 月号 

環境交流センターのお知らせ 

気づく・つながる・楽しむ

※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！

●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 

●環境交流センターの催し 

豊中市立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（交流フロア）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。 

子ども対象の竹の観察や、

北条町から天竺川堤防周辺

の里地探訪があります。 

大人 ジュニア 

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。 



豊中の里地探訪 
北条町から天竺川堤防・花咲
く桐の大樹 
小曽根村の水路として利用されてきた春日大社南

郷目代今西氏屋敷の「東さん溝」や、天竺川下流の

堤防にある桐の大樹を見学します。 

4月21日（木）

9:30～12:00 
※小雨決行 

●場所:阪急服部天神駅東改札口集合（現地解散） 

●申込み:4月 19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 自然部会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

４月7日（木） 

9:30～12:00 

●場所:千里中央公園 ※雨天中止 

●申込み:4月 5日（火）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 

とよっぴーの有料配布 

4月9日（土） 

4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:10kg250 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 

豊中 SDGs ネットワーク勉強会 
未来からのアプローチ 
SDGs 活動をしている事業者が、脱炭素社会に向け

た取り組みをディスカッションします。 

4月16日（土）

10:00～11:30 

●申込み:4月 14日（金）締切、オンライン 30人 

（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 

プラスチックフリー 
育てて使うヘチマたわし 
映画「プラスチックごみ」の上映とヘチマたわし

の説明です。参加者にはヘチマの種と、とよっぴ

ー（3kg）を配布します。 

4月17日（日）

10:30～12:00 

●参加費:150 円 

●申込み:4月 5日（火）10:00～電話受付、30人

（先着順） 

●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 

竹炭焼き体験 
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。 

4月18日（月）

火入れ9:00～12:00

4月19日（火）

窯出し9:30～12:00

●場所:千里中央公園 ※雨天翌日順延 

●申込み:4月 15日（金）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 
採りたて野菜のほか和菓子の販売、とよっぴ―

（3kg150 円）やコメの有料配布もあります。 

4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。 



  

豊中市からのお知らせ 

太陽光パネル・蓄電池を大阪府民みんなでおトクに購入する共同

購入の参加者を募集します！ 

電気を自宅の屋根で発電できる太陽光パネル、発電した電気を夜

間も有効に活用し災害時にも役立つ蓄電池。この機会におトクに

購入しませんか！？ 

第 2 次豊中市地球温暖化防止地域計画（改定） 

～とよなか・ゼロカーボンプラン～を公表

豊中市では、令和 3 年 2 月に吹田市と共同で「気候非常事態宣言」を行い、2050 年に温

室効果ガス実質ゼロに向けて取組むことを表明しました。 

これを受けて「第 2 次豊中市地球温暖化防止地域計画」を改定し、令和 4 年 3 月に公表し

ました。 

これまで、2050 年度までに 1990 年度比温室効果ガスを 70％削減することを長期目標

としてきたため「チャレンジ・マイナス７０プラン」の愛称で取組みをすすめてきました。 

この度、長期目標を「2050 年温室効果ガス実質ゼロ」としたことから、あらたな愛称を

募集し「とよなか・ゼロカーボンプラン」に決定しました。 

【お問い合わせ】 

おおさか みんなのおうちに太陽光事務局  

0120-758-300(固定電話・携帯電話)  平日 10:00～18:00 



ネーミングライツの終了について 
2016年4月からネーミングライツ制度（施設の命名

権）により、施設の愛称を「eMIRAIE環境交流センタ

ー」としていましたが、契約期間満了により、愛称の使

用を終了します。6年間にわたり、愛称のご愛顧ありが

とうございました。 

2022年4月からは正式名称である「豊中市立環境交

流センター」に戻ります。なお、今のところ、ネーミン

グライツ制度による新たな募集の予定はありません。 

会議室の手続きが変更になります 
2022年4月から公共施設利用予約システムが新しくなる

のを機に、環境交流センターの会議室手続きも同システム

を利用することとなりました。これにより、申込手続きに

は「利用者登録」が必要となります。「利用者登録」は会議

室の申込時に受付で一緒に行うことができます。なお、同

じシステムを利用している豊中市の他施設で、すでに利用

者登録をされている方は、同じ登録番号を利用します。 

また、4月からはインターネットで会議室の本予約がで

きるようになります。本予約をするためには、事前に受付

での登録が必要です。会議室の手続きの変更について、詳

しくはセンターに問合せいただくか、センターのホームペ

ージをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

●陶器とりかえコーナー 4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             

4 月 

●センターのイベントカレンダー 

マルシェ＆野菜
市場 

●センターからのお知らせ 

自然ふしぎ発見

リユースバザー

おもちゃ病院 

※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。 

豊中の里地探訪

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。 


