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総会は6月26日青年の家いぶきで、15時10分～

16時30分にかけて開催。会員数185人中、実出席・

委任状出席を合わせて133人の出席で成立しました。

その後12年度事業報告・決算報告等、13年度事業

計画・予算案・定款の変更・役員の

選任が議題にあがり、すべて承認さ

れました。

議案書のうち昨年度と違う特徴は、

今年度の目標「3年先をみすえて」

を達成するために、全体事業・部会・

プロジェクトとも目標を具体的に書

き込んだことです。また、4月から

環境交流センター」の指定管理者として運営を開始

した私達は、従来の活動目標である「豊中アジェン

ダ２１」の普及・推進に加え、センターの活動を展

開する事になりました。この活動もアジェンダ２１

の活動同様、市・事業者・市民等多くのセクターと

協働で取り組み、NPOとして市民の

目線で、今までにない「環境の砦・拠

り所」をめざす事になります。

なお、役員選任の件では、長年理事

そして監事としてご活躍された監事の

中村義世さんがご都合で退任され、後

任に柳澤俊治さんが選任されました。

ご活躍を期待しております。

（新開悦子）

総会に先立って行われた講演は、高月紘さん（京

エコロジーセンター館長）の実践・研究活動をもと

にした具体的で示唆に富むものでした。廃棄物管理、

環境教育を専門にされ、国や地方自治体などの審議

会等での多くの実績が政策などに反映

されています。また“High Moon”

のペンネームで環境漫画を描き、漫画

の力を存分に発揮された作品に、思わ

ず頷き、理解を進められた経験が私に

もありました。

講演では、改めて協働事業への期待

が語られたのが印象に残りました。

◆協働で取り組む事はそれぞれの役割を認めた上で、

実践する目標等が必ず重なり合う部分がある。そこ

に着目しての活動こそ、今までにない新しいものを

生みだす。特に市民がいかに本気を出すかが推進力

に繋がる。◆京エコロジーセンターではNPOと連

携してプロジェクトを組み、環境教育の新しい展開

をめざして取り組んでいる。その中で課題でありポ

イントは環境人材育成である。このプロジェクトに

は毎年30人位の応募があり、地域の核となって活

動している。活動の質を低下させないために研修会

を持ち、リーダーフォローアップの仕組みを作って

いる。◆今、私達は生活スタイルを見直す岐路に立っ

ている。技術力への過信から脱却し人間がコントロー

ル出来る暮らしを構築する時だ。と締めくくられま

した。 （新開悦子）

2013年度総会を開催しました

今年の環境展は、テーマを「みんなですすめよう

環境活動 少しの手間と思いやり」とし、11月22日

（金）、23日（祝）に豊島体育館にて開催します。

例年は12月の開催でしたが、豊島体育館の改

修工事に伴い、時期が少し早くなりました。

23日（祝）は農業祭と日程が重なるため、連携

した企画なども検討しています。今年もご参加・ご

協力、よろしくお願いします。

全体方針
３年先を見すえ組織の新たな発展を

講演会

「パートナーシップ事業への展望と期待」

新監事の

柳澤俊治さん

とよなか市民環境展2013
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花と緑のネットワークとよなか

少しでもセンターの賑わいに取り組もうと、花と

緑では、市くらしかんでの「地産地消デー」と城山

町さわ病院の野菜市に加え、4月からセンターで

「野菜市場」を毎月第3木曜日に開いています。

提供される野菜は、試みの段階であることから今

は限定した農家としていますが、5月からスタート

した「農業をめざす未就職卒業者・若者就労支援」

事業に従事する若者4人が栽培就労している能勢の

農地の作物を「豊中産と能勢産のコラボ」と評し、

同時販売をしています。

初めての取り組みであり、購入者がどの程度訪れ

るか不安なことから、頒布日の前日までにセンター

周辺に宣伝ビラ（1,000枚）を配布して、来場を呼

びかけています。配布するビラは、若者4人が知恵

をしぼり作成し、花と緑のメンバーや竹炭プロジェ

クトとボランティアの10人が毎回撒いています。

こ れ ま で

で 5回 実 施

し 、 大 体 3

0人 程 度 の

方が買いに

来られます

が、平日で

あることか

ら若干少な

めです。遠くない時期に野菜市場の常設化も視野に

しています。典型的な都市部において農家と連携し

て野菜頒布を行うことは、今後困難な要素もあり、

常設化は夢に終わるかも知れません。しかし、リピー

タも増え、「美味しかった」の感想も聞けば4人の

若者はもちろん、花と緑の関係者も夢が広がりそう

です。 （中村義世）

環境交流センターの野菜市定着へ、夢は常設販売

「とよっぴー農園」では多様な農体験事業を展開

しています。この一環として本年度は、「お米・野

菜 大 好 き 畑 の

楽校」を設け、

6月から5回シ

リーズとして1

8組の親子が農

作業体験を行っ

ています。

農 地 も 少 な

く な り 、 畑 で

作物の生育を見る機会もめったにありません。また、

土に触れ自然の営みを通じて作物が育つことを知る

こともなくなりつつあります。

楽校では、「とよっぴー農園」におけるミニ田圃

で田植えを経験、稲の生育の観察やお米の勉強に加

え、収穫体験も行う予定です。また、夏野菜の収穫

と試食を既に済ませ、先日は秋野菜である大根や人

参の種まきを行いました。親子ともども実りの秋を

期待しておられ、収穫時期が今から楽しみな様子で

した。

取り組みの名称は「学」ではありません。「楽」

がミソです。楽しく畑に入り、野菜にも花や葉があ

ることを不思議に感じていただき、そして収穫でき

る喜びが味わえることから「楽」がぴったりの行事

です。

「こんな機会を与えていただき親子ともども感激

です」との感想が寄せられています。（中村義世）

お米づくりや野菜栽培に挑戦
親子１８組がシリーズで参加

お馴染みの「とよっぴー祭り」を今年も開催します。この夏の猛暑もあって今回はメインの「サツマ

イモ大収穫」はありませんが、それに代わるチンゲンサイの植付け体験や多くの企画を用意しています。

幼児も大人も資源循環の大切さを実感していただける機会になるよう、関係者が努力中です。

10月19日（土） 10時～14時

第8回「とよっぴー祭り」を緑と食品のリサイクルプラザで開催
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自然部会

私たち自然部会では、毎年部会員の研修会として

各地へ自然観察に出かけていますが、今年は4月23

日に15名で南港野鳥園を見学しました。

当日は、門前で石井園長にお出迎えいただき、先

ず見たものは、鳥ではなくニホンミツバチの分蜂で、

木の枝にぶら下がった大きな球形の蜂の塊に驚きま

した。園内を北観測所方面へ向って、歩きながら鳥

の鳴き声に耳を傾け、さえずりの丘で観察の後、元

の地点へ戻ってみると、蜂の分蜂は三つの小さな塊

に分かれていました。展望塔で、特にシギ、チドリ

類に注目しながら観察した後、石井園長から南港野

鳥園の活動の現状や園内で見られる鳥についての講

話をうかがいました。

昼食後は、私たちだけで、再び午前中のコースを

歩きながら鳥を観察しました。途中でオオルリの姿

が見られたのは感激でした。当日観察した鳥はオオ

ソリハシシギ、シロチドリ、トウネン、などシギ、

チドリは9種類。キビタキ、アオジ、オオルリ、マ

ガモなどは15種類でした。

＊南港野鳥園は、私たちの願いも虚しく、2013年

度末に閉館することが決まりました。園内の環境は

維持されるとのことですが、国際的に貴重な渡り鳥

の中継地でもあるのに残念です。金銭で表すことの

出来ない価値をもっと評価すべきではないでしょう

か。 （斎藤明）

南港野鳥園研修会

ツバメのねぐら入り観察会 ―柴原町５丁目赤坂下池―

さえずりの丘で観察会

ツバメは3月～4月にやって来て営巣し、子育て

を終え南へ渡る為に集団でねぐらを形成します。

7月25日（木）午後6時モノレール柴原駅で集合

し現地まで

約 1 0 分 歩

きました。

池に直接来

られた方も

多く参加者

は 6 3 人 で

した。フィー

ルドスコー

プでカイツ

ブリを観察した後、資料をもとにツバメの子育てや

自然との係わり、大阪府下6か所の内3番目に多く

飛来する大切な池である等説明している間に、20

羽くらいの集団が西から南から入り始めました。ピー

クは午後７時過ぎ、日没後の残照の中高い空にゴマ

つぶのように見えるツバメ、ツバメ。その数の多さ

に歓声が上がっていました。1本に5～6羽も掴って

いたヨシもありツバメは住宅難の様子ですが、今年

のヨシは太く大きく成長していました。25日の飛

来数は5,200羽でした。

このねぐらについては、2011年にヨシ生育時期

である4月と7月にヨシ刈りがされ、また、水没に

よるヨシ枯れがあり、14,000羽が5,000羽に激減

しました。その後、水利組合関係者・豊中市の協力

もありヨシ刈りは水抜き後の年1回となり、2012

年は6,700羽に回復し、今年8月3日の大阪府下共

通調査日に

は9,200羽

でした。こ

の自然豊か

な池を市の

宝として守

りたいもの

です。

（上田峯子）



らくらく健康体操は、7月10日10時から環境交流

センターロビーで開催。講師は豊中市健やかプラザの

理学療法士・井上佳之さん。「腰や

膝の痛い人も、イスに座ってできる

体操です」と言うことで、90歳を

超えた車椅子の方も家族といっしょ

に来られ、スタッフ共で20人。椅

子を交互に並べて始まりました。

先生は終始にこやかで｢年齢65歳

以下の人は？｣ ハーイ。「それ以上

の人は？」ハーイ。「半数ぐらいか

な」ってな進行です。まず人間に大事なケンコウコツ

の話。どんな字を書くか分りますか。「ええーっ、人

間も甲羅があったんだ」とワイワイ。それから手・首・

肩・足の体操へ。両腕を脇でしめ後ろへ引くと肩甲骨

が感じられる。「この肩甲骨を開くと肩凝りも楽にな

ります」と首を左右前後に傾けたり回したり。

｢足の指でグーパーじゃんけんもしてみましょう｣体の

部分一つひとつを意識してやるといい気持ち。「息す

るのを忘れたらダメですよ」

と笑いも。一生懸命になると

息するのを忘れそう。じんわ

り汗。ここで途中の休憩。お

茶や塩味のアメなども用意。

後半は筋力トレーニング。

椅子に座ったまま足を交互に

上げてキープ。「これは太も

もの筋力をつけ転倒防止にな

る」と。太ももがブルブル震える。「腹筋にもなるね」

…。「無理せず、自然呼吸でゆっくり。1日何回か繰

り返して｣と言われました。

｢体操も大事だけど声を出すことも筋力トレーニン

グになる」といろんなヒントをもらい、快い汗をかく

ことができました。 （今井文子）
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生活部会

7月19日朝9時に市役所出発のマイクロバスに同乗。参加者15人(うち

スタッフ5人)の1員として、谷町6丁目の大阪ガス実験住宅を見学しまし

た。

「NEXT21」という名で、1994年から実験を始めた集合住宅は、5階

建16世帯が居住。その後5年毎に改築し｢第4フェーズ｣と称して4回目の

実験です。

見学者全員は先ず集会室で概略の説明を聞き、すぐに見学者向けの住居

に案内してもらいました。私が関心をもったのは、やっぱり原発の将来が

不安視されているときに以前から取り組んでいるガス発電で、同時に発生

する熱も利用するという「コジェネレーションシステム」です。5年前に

見た装置は戸建て住宅にしか設置できない大きなものでしたが、今回は集

合住宅のベランダにでも置けるコンパクトなサイズが造られ、電池に溜め

て利用できるのです。

その後、新築の住宅で太陽光発電

とガスのコジェネを併用する家が多

くなりつつある新聞記事も見かけま

したが、多様な自然エネルギー時代

の到来を感じる見学会でした。なお、

午後からは大阪津波高潮ステ－ショ

ンで、津波が迫ってくるのを体感す

ることもでき、収穫いっぱいの見学

会でした。 （奥野享）

ガス発電もできる実験住宅を見学

わいわいクラブ 椅子に座ってらくらく健康体操

2012年のエコライフカレン

ダーモニターは総計247人。こ

の3年間に、モニター数は漸減

していますが、データを送る方

式が不便になったからでもあり、

スタッフとしては申し訳なく、

わずらわしい手間にも関わらず

運動に結集している皆さんには、

ほんとうに感謝しています。

太陽光発電を設置しているモ

ニターでは、初めて売電の量が

電気消費量を上回った報告も寄

せられ、市民のCO2削減の運動

の効果が実感できる報告になっ

ています。 （奥野享）

エコライフカレンダー
昨年の集計まとまる
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今回は豊中市立青少年自然の家「わっぱる」への

エコツアー。豊中市内を飛び出す企画は初めて。親

子11組が参加。豊中からマイクロバスで1時間。大

阪府能勢町の自然の中にある「わっぱる」をめざす。

自然観察、アウトドアクッキング、キャンプファイ

ヤー、星空観察など、メニュー豊富な施設だ。車窓

から見る田んぼや林が目に心地よい。

今日は森を歩いてのクイズラリー、工作、川あそ

びをする。到着。「わっぱる」スタッフに、スズメ

バチの避け方など野外での注意や森の生き物につい

て教わり、まず森歩き。「○○の石の形は?」「トー

テムポールの数は？」クイズに挑戦しつつ山道を。

カエルをみつけたり、工作材を拾ったり、忙しい。

クイズ全問正解者には「わっぱる」スタッフ手作り

のプレゼント。

次は、木の枝、まつぼっくり、ドングリ等自然の

材料で写真立て作り。作り出すと集中！ 熱い接着

剤で指をやけどしかけても、めげずに作る女の子。

飾りつけで、写真のスペースがなくなりそうな子な

ど、楽しそう。ユニークな作品ができた。

昼からは「わっぱる」のすぐ前の川での川遊び。

浅いが、砂地や岩場があり、子どもたちは思い思い

に楽しむ。カニ捕り、水のかけあい、泥投げ、深み

へジャンプ！ 川の岩の上にヘビが！ 無害なシマヘ

ビだ。「ヘビいるよ! 」というと、「どれ？ 見たい

～」と女の子たちもやってくる。するする木に登り、

ちょろりと尻尾が垂れている。

岩場では、サワガニで盛り上がっている。子ども

の指のつめほどの仔ガニ。赤ちゃんをお腹にだいた

お母さんガニもいる。1時間ほど遊んだら、心残り

だが帰る時間だ。容器いっぱいに捕ったカニや魚を

全部逃がしてあげるお父さん。

シャワーの後、おやつタイム。そのあと、全員で

掃除。小さくても上手に掃く子、えらい！ 退所式

のあと、自分の作った写真立てを持って集合写真。

「1たす1は？ はい!」 全員「にぃ～！」笑顔がいっ

ぱいの、夏の一日でした。 （井下祥子）

私が自然保護活動を始めたきっかけは、長い間姿を

消していた魚、イタセンパラが淀川のワンドで再発見

されたことでした。その当時は「日本列島改造論」の

時代で、全国津々浦々が開発の波にのまれ、淀川のワ

ンドも同様、埋め立ての危機に瀕していました。

それまで、自然保護は「深山幽谷の非常に優れた自

然を守るもの」との意識を持っていましたが、それよ

りも喫緊に必要なのは「身近な自然の保全であること」

であると考えを改め、自らもワンドやそこに生息する

生物の保全活動に没頭しました。

その活動は少しは成果をあげ、曲がりなりにも最小

限のワンド群を保全することができました。だだし、

ブラックバスなどの外来種

の増加や、淀川大堰による

環境改変等もあり、ワンド

の保全もひと筋縄ではいか

ないのが現状です。

そして豊中市に転居した10年前を機に、市内の自

然保護活動にも加わろうと考え、本会に入会し、市内

の自然の保護やビオトープづくり、自然環境情報のデー

タベース化、生物多様性保全豊中戦略の構築等を念頭

に活動しています。理想と実際にできる活動のギャッ

プに悩みつつ試行錯誤の日々を送っていますが、活動

に賛同いただけますよう、よろしくお願いします。

環境とわたし 《３７》

自然部会

柿本 修一さん

企画屋本舗

環境びっくり箱 親子で楽しむエコツアーinわっぱる
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今年度は

新たな取り

組みとして、

豊中市雇用

労働課の重

点分野雇用

創出事業を

受けていま

す。これは、

環境分野の

仕事を志望する求職者などを1年間雇用し、各自の

キャリアに応じた専門知識と経験を得るとともに、

実務研修などを通して、環境分野への就職ができる

ように養成します。

この事業を中心となって進めている求職者は、す

でに企業での環境に関する経験のある中堅メンバー

（環境マネジメントスペシャリスト候補生）と、こ

れから企業などへ就職していきたいと考えている若

手メンバー（就労型環境マネジメント研修生）がペ

アを組んで進めていくもので、9月現在では、あわ

せて5人が就業しています。 業務は、豊中市や近隣

市の中小企業を対象に、①環境の取り組みに関する

アンケート調査・分析、②調査結果を踏まえて、各

社の環境改善につながるメニューの開発、③アンケー

ト回答の企業への個別訪問と改善提案を、年間を通

して行います。また、上記に加えて、環境の知識や

経験を増やすための研修を受けたり、環境交流セン

ターの運営補助なども行っています。9月現在では、

送付したアンケート調査を集計・分析し、メニュー

の検討を行っているところで、11月頃から各企業

への個別訪問を予定しています。

実施するメンバーは、部会・プロジェクトの皆さ

んとあまりご縁がないかもしれませんが、応援よろ

しくお願いいたします。 （廣田学）

企業における環境対応推進人材養成事業

4月に環境交流センターがオープンし、半年が過

ぎました。センターは「共に創る交流空間」「誰も

が集える交流空間」「地域の中で、地域と共に」の

3つのコンセプトを軸に、人々が多様な切り口での

環境への想いや夢を実現することで、創られていく

ことをめざしています。今回は、そんなセンターの

取組みの一部をご紹介します。

オープン当初は日常的な来場者が少なかったセン

ターですが、リサイクル・リユース回収品の種類を

増やし、キッズコーナーはおもちゃやテーブルの寄

贈により充実してきました。また、各部会の物品や

豊中のおやつ、リターナブルびん飲料の常時販売も

はじめました。今では、口コミでの来場やリピーター

が増え、ひと月の来場者が1,000人を超える月が続

き、この館ができて以来の賑わいとなっています。

さらに、センターでは、先進的な挑戦として、イ

ンターネットを使ったテレビ番組「豊中エコにこT

V」の配信を行っています。毎週火曜日午前11時

から、センターで生番組として放送と収録をしてい

ます。現在は、豊中や環境に関わるゲストを招いて

のトーク番組の形で放送しています。ボランティア

で関わってくれている市民の方もおり、今後はもっ

と多くの人が制作やパーソナリティーとして参加で

きるよう番組制作講座も開講予定です。

また、地域や学校との連携も積極的にしています。

地域の団体である「そね21の会」と傘の貸出やイ

ベントで連携をしたり、大阪デザイナー専門学校に

は、環境交流センターのリーフレットのデザインを

学校の課題として、取り組んでもらっています。い

くつかの大学のフェアトレードサークルもセンター

のイベントに出展参加をしています。

多様な人たちがそれぞれの切り口で環境やセンター

に関わり、力を伸ばすことで、このセンターは創り

上げられていきます。10月以降は重点雇用の職員

作成のパネル展示や、モノとの付き合い方を考える

整理収納講座、ESDセミナーや環境ボランティア

講座など、多様な切り口から、講座やイベントをみ

んなで創っていきたいと思います。是非、皆さんも

お客様としてだけではなく、センターを創っていく

仲間として、環境交流センターを訪れてください。

（正阿彌崇子）

環境交流センター みんなで創るセンターへ

夏から秋にかけて花が咲く、

この植物の名は？

①ミゾソバ、②カワソバ

③イケソバ

◆答えは8ページ

全体事業



 
①モニター機器設置による 

「見える化」 

②インターネットを利用した 

「見える化」 

使用量の 

確認方法 

住宅内に設置したモニターにより

確認 

インターネットを利用してパソコ

ン、スマートフォン等で確認 

特  長 

・電気の使用量の変化が 

細かくチェックできる 

・手軽に設置できる 

・外出先からも確認できる 

・データをパソコンで管理できる

・他の利用者と比較できる 

モニター期間 ２週間 ６週間 

応募締切り 平成２５年（２０１３年）１２月２７日 

くらしかん祭りで省エネ相談会を開催します。 

日時：10 月26 日（土）10 時～15 時 

場所：くらしかん2 階ロビー 

内容：家電や住宅についての省エネ相談 

※参加者には、所定の店舗で利用できるエコポイント 

 チケット「とよか」を 200 円相当分進呈 

お問合せ：環境部 環境政策室 電話6858-2108

 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【見える化機器２種類のちがい】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   

  

 

 

    

 

 

～ 豊中市からのお知らせ ～ 

豊中市では、毎年、環境報告書「とよなかの環境」を発行しています。 

そこで、平成26 年（2014 年）3月発行の環境報告書の表紙のデザインを募集しています。 

【募集内容】 
・豊中らしく明るいデザイン ・自然やリサイクルなど環境をイメージするデザイン 

【応募条件】 

・市内在住、在勤、在学の方（プロ・アマ、個人・グループ・年齢は問いません） 
・応募の点数制限はありません。ただし1点の応募につき1枚ずつ所定の応募用紙を使用してください。 

・デザインはカラーでお願いします。（イラストだけでなく、写真を含めたデザインでも可。） 
・作品は自作かつ未発表のものとします。（採用後であっても既存のデザインの模倣が判明した場合、第三者の権利を侵害している等、

使用が不適切と認められる場合、採用は無効となります） 
【応募方法】 

■郵送による場合 
所定の応募用紙およびデザイン画（A3サイズ以内の用紙を使用し裏面に名前を記入）を郵送してください。 

■Eメール（電子データ）による場合 
メールの件名に「環境報告書表紙デザイン応募」と記載し、応募用紙およびデザイン画データ（JPEG形式またはPDF形式、

5MB以内）を添付してください。 
※メールの場合はお手数をお掛けしますが、届いたかどうか環境政策室まで電話でご確認ください。 

●詳しくは、市ホームページまたは環境政策室までお問い合わせください。 

お問合せ先  
(株)地域計画建築研究所大阪事務所 

（森野、中川） 
電話：06-6942-5732  

メール：toyonaka-eco@arpak.co.jp  

申込みは、チラシについている申込用紙、または  電
話・メールにてご連絡ください。 

豊中市では、住宅に電気の使用量が確認できる機器を設置して、省エネに取り組んでいただけるモニターの方を募集しています。 

モニターになっていただいた方には、エコポイントチケット「とよか」を２千円相当分進呈します。 

詳しい内容や設置条件については、市ホームページまたは事業ホームページ（http://www.arpak.co.jp/toyonakaeco/index.html）

内のチラシをご覧いただくか、下記お問合せ先にご連絡ください。 

募集 

募集 

【お問合せ・応募先】 
環境部 環境政策室 〒561-8501豊中市中桜塚 3-1-1 電話 06-6858-2127 
mail：kankyoukeikaku@city.toyonaka.osaka.jp 

市内で行われている個人や各種団体の草花を育てる活動の写真を

通じ、これらの活動の“情報交換の場”となるよう開催しています。

募集期間：平成 25 年10 月31 日まで 

★採用者には粗品を進呈します。 
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▼この夏全国各地で猛暑・豪雨・水不足等異常気象が

頻発。９月にはとどめを指すかのような竜巻の発生。

気象庁はこの現象に地球温暖化の影響を指摘。という

事は来年も？ 息子は言う。「母さん、サラサラ汗の

出る体作らな」。そうなんですけど・・。（E）

▼この数年間、エコライフカレンダー活動に没頭し蛸

つぼにはまって、外が見えなくなっているのではない

かと、ふと気になっている。かつて耳にした｢排出権

取引｣の語も忘れていた。異常気象の昨今、ちゃんと

広い視野で運動を考えなくっちゃあ―。（Z）

▼墓参りに帰省。山合いの田圃には黄金色に輝やく稲

とまだ若く緑色の稲が一枚の布のように続いている。

厳しい天候だったが順調に育っていてうれしい。ここ

にも高齢化がすすみ米作りも困難だろうが、この風景

はずっと続いてほしい。（H）

▼８月の盛夏、花と緑のネットワークの行事でリサイ

クルプラザに行ったときです。建家とコンクリート床

の僅かな隙間に入り込んだトマトの種から苗が芽生え、

花を咲かせていました。これを見るに付け、トマトの

生命力の強さを思い知らされました。（S）

▼祝！ 2020年 東京オリンピック・パラリンピック

開催決定！ ！ に沸く日本。さてさて、どんな「お・

も・て・な・し」が行われるのか、今から楽しみ！

感動の瞬間を実際にこの目で見てみたいものです。7

年後の開催に向けて、選手は練習に励み、私はコツコ

ツと観戦積立に励もうかな・・（T）

▼この夏は涼を求めて尾瀬旅行に。尾瀬の植物といえ

ば、水芭蕉。動物といえば？ それはツキノワグマ！

えっちらおっちら歩いていると藪からガサゴソガサゴ

ソ。「熊や～！」「ぎゃああ」対峙はしませんでした

が、肝を冷やした、森の熊さん体験でした。（O）

事務局体制が変わりました
山本佳史さんが退職し、後任に前川遥さんが９月か

ら着任。あれやこれやでニュースレターの発行が遅れ

申し訳ございません。

とよなか市民環境会議アジェンダ２１

http://toyonaka-agenda21.jp/

Eメール：jimukyoku@toyonaka-agenda21.jp

豊中市立環境交流センター

http://kankyokoryu.jp/

《広報ﾁｰﾑ》

E新開、Ｚ奥野、Ｈ岡、Ｓ猪尾、T高田、O前川

おもちゃ病院

偶数月の第2土曜日 10:00～12:00

環境交流センター

竹切り体験

10月16日（水） 9:30～12:30

千里中央公園 (要事前申込)

機密書類リサイクルの参加者募集

10月16日（水） 10:45～11:45

クリーンランド 1kg当たり15円 (要事前申込)

とよっぴーの頒布

第2土曜日、第4水曜日 10:00～11:00

緑と食品のリサイクルプラザ

わがまちの品格 保護樹木・大木・古木を訪ねて

10月24日（水） 13:30～16:00

二ノ切温水プール入口前集合(要事前申込)

とよっぴー地産地消採り立て野菜市

10月24日（木）、11月28日（木）

10:00～11:00 さわ病院横(城山町)

食育フォーラム“資源循環を通じた食育の推進”

11月2日（土） 13:30～16:00

環境交流センター

とよなか市民環境展2013

11月22日（金） 10:30～16:00

11月23日（祝） 10:00～16:00

豊島体育館

豊中・能勢の地場野菜と竹炭の頒布

10月17日（木）、11月21日（木）

10:00～売り切れ次第終了

環境交流センター

環境クイズの答え
① ミゾソバ

水路や池、湿地などに群生するタデ科の植物。

生育環境の減少・悪化から減少傾向にあり、

「レッドデータブック豊中」で要注意種に

指定されています。

スケジュール
詳しくは、ホームページや広報、環境交流センターのおしらせをご覧ください。

☆とよっぴー（2.5Kg袋）や竹炭などは、環境交流センターでも常設で頒布しています。


