
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

冬の野鳥観察会 
服部緑地の各池をめぐります。池では主にカモ類

を、その他ジョウビタキ、シロハラ、モズなどを

観察します。 

2月4日（土） 
9:30～12:00 

●場所:服部緑地 

●申込み:2 月 2 日（木）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 

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。 

2月４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。 

2月11日（祝） 

10:00～11:30 
●実施:とよなかおもちゃ病院 

おはなし会「わにわに」 
絵本の読み語りとリサイクル工作を行います。 

2月12日（日） 
10:30～11:30 

●対象:未就学児と保護者 

●申込み:当日会場、7 組（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 

 

  

・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。 
・交流フロアの机・イスとキッズコーナーは制限つきの利用となります。 

2023 年 2 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、条件付きの利用について 

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。 

安心・安全な食材にこだわ

った食品作りをしている会

社の取組みを聞く講座や、

とよなかエコ市民賞表彰式

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。 

●環境交流センターの催し  



私たちの暮らしと SDGs① 

アップサイクル工作で SDGs

体験をしよう！ 
企業などで使われなくなったモノ・廃材を使って

アップサイクル工作をします。 

2月19日（日） 
13:30～15:00 

●場所:千里文化センター「コラボ」 

●講師:VVV-Craft 坂井久美子さん 

●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:2 月 4 日（土）13:00～電話受付、 

     20 人（先着順） 

持続可能な農業と安心安全 

な食材 
コロッケ会社の社長が無添加食材にこだわった安

心・安全の食品作りを紹介します。 

2月22日（水） 
13:00～15:00 

●参加費:100 円 

●対象:16 歳以上 

●申込み:2 月 19 日（日）締切、 20 人（先着順） 

●その他:コロッケのおみやげ付き（１世帯3 個） 

地球温暖化防止イベント 
第 1 部 第 16 回とよなかエコ市民賞表彰式 

第 2 部 劇団“萌”による公演「地球の秘密」 

2月25日（土） 
13:00～15:30 

●申込み:当日会場、60 人（先着順） 

●保育:要申込み、2 月 10 日（金）締切 

私たちの暮らしと SDGs② 

地域の高校生と一緒に SDGs

について考えよう！ 
SDGs の活動をしている高校生と一緒に、ゲームや

クイズなどを通して SDGs について考えます。 

2月26日（日） 
10:30～12:00 

●場所:千里文化センター「コラボ」 

●講師:関西学院千里国際中東部・高等部 

SDGs For Children 部の皆さん 

●対象:小学 4 年～中学生 

●申込み:2 月 4 日（土）13:00～電話受付、 

     20 人（先着順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

2 月 9 日（木）

9:30～12:00 

●場所:千里中央公園 

●申込み:2 月 5 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 

とよっぴーの有料配布 

２月11日（祝） 

２月22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 

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。 

2月20日（月） 

火入れ9:00～12:00 

2月21日（火） 

窯出し9:30～12:00 

※雨天の場合は翌日 

●場所:千里中央公園 野外炊さん場 

●申込み:2 月 17 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。 



【主催】 豊中市・とよなか市民環境会議 

【申込み・問合せ】 NPO 法人とよなか市民環境会議アジェンダ 21 

（TEL 06-6844-8611） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日時 令和 5 年（2023 年） 

２月２５日（土）13 時～15 時 30 分 
場所 環境交流センター 

地球温暖化防止イベントにご参加ください 

【第 1 部】 第 16 回とよなかエコ市民賞表彰式・活動発表 

★株式会社キャナル 「サスティナブル商材に特化」 
豊中市にある本社において、オーガニックコットン 100％のこだわった商材等環境負荷の

少ない素材のみの仕様に特化した帽子ブランドを展開し、良いもの・環境にやさしいものを

提供することで、消費者にも地球環境のことを考え行動するきっかけにしたいという思いで

活動している。 

★nokisaki+・BIOgururi  

「オーガニック食材の量り売りと農のある生活の提案」 

無農薬野菜など食材を吟味し、パッケージをつけず、必要分購入できる量り売りという

形で販売を行っているほか、環境にやさしいエシカル雑貨やコンポスト（堆肥）の提案や

堆肥資源の回収など環境への影響を考えた暮らし方を提案している。 

★箕輪公民分館 

「みのわビオトープ～地域の自然再生を通した世代をつなぐふるさとづくり～」 
子ども達への環境学習支援を中心にすえ、箕輪小学校内のビオトープ池の整備や、生

き物に配慮した校内の田んぼづくりを行う。校外においても千里川の清掃等の「アクアユー

トピア」、緩衝緑地を利用した「空と緑のミュージアム」など多方面で取り組んでいる。 

【第 2 部】 劇団“萌”による演劇公演「地球の秘密」 

豊中市内のマンションに住む山田さんファミリーは、 

エコに熱心な母と無頓着な父、マイペースな大学生の娘。 

そこに介護の必要な高齢の祖父母が同居することになり大騒ぎ。 

「秘密にするつもりなんかない、知ろうとしないだけでしょ」 

「避難訓練、夜にするの?!」 

「おじいちゃん、それ仏壇のロウソク・・・明るいね」 

ロウソクの揺れる炎に照らされる笑顔の向こうにある秘密とは? 

リアルな豊中エコ物語、2019 年の「地球の約束」に続く第２弾です。 

＜受賞団体＞ 



リユースバザー出店者募集 
3月18日（土）に開催するリユースバザーの出店者を募集します。

 
定員:市在住の人、10組（同居家族3人まで。専門業者や令和4年7

月・10月の連続出店者は除く） 

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「3 月 18 日バザー参加」、②住所、③名前（ふりが

な）、④電話番号、⑤バザーチラシの希望枚数 

2 月 10 日（金）消印有効（持参不可）、抽選あり、結果は

当選者のみ通知 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 4 

5 6 

休館日 

7 8 9 10 11 

12 13 

休館日 

14 15 16 17 18 

19 20 

休館日 

21 22 23 24 25 

26 27 

休館日 

28     

    ●陶器とりかえコーナー 2 月の受付日は   の絵がある日 9:00～17:00    

                                ただし 4 日（土）は 13:00～17:00  

                       「あの日を忘れない！」1 月 25日（水）～2 月 22 日（水）  

２月 

●センターのイベントカレンダー 

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。 

マルシェ＆野菜市場 

おもちゃ病院 

冬の野鳥観察会 

おはなし会 

暮らしと SDGs① 

暮らしと SDGs② 

持続可能な農業 
地球温暖化防止
イベント 

●今月のニュース  

来場者アンケートにご協力ください！ 
2 月 9 日（木）から 3 月 2 日（木）まで、来場者ア

ンケートを実施します。このアンケートはよりよい施

設管理・運営に役立てていくため、日頃センターを利

用されている方にご意見をいただくためのものです。

ご協力いただいた方の中から抽選で 10 人に 500 円分

の図書カードを進呈します。抽選を希望される場合は

応募用紙もご記入ください。ご協力よろしくお願いし

ます。 

※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。 

2 月 25 日（土）はイベント開催の関係で図書・資料室が使えません。そのため印刷機の利用もお休みします。 


