
1人１さつです。１年間 大事にしてね！
じ５月に エコカード を

 くばるよ。

ポンッ！

　　　　　　　　　　　  　　  きゅう　   まも

 　　　　　　　　　　　てい

ごみサーちゃん
はらだ　  ゆう

作者：原田  結

（春風小 3年生）

サーフボードにのって、海のごみを

サーっとふくろの中に入れて、

そのごみをもやすことができる。

小学校

年　　　　組

名前

＊ご応募いただいた内容は、EWC事業（ニュースやHP、パネル展など）
　にて使用させていただくことがありますので、ご了承ください。

取り組んだら エコカードの「家庭やお店で」の

「エコとれーにんぐ①」のらんに、自分でサイン

しよう。そのあと、この紙を先生にわたしてね。

エコとれーにんぐ①

２０２２．４月１号

２０２２．４月

３・４年生

2031年・地球ウォッチングクラブ・にしのみや

１７５０けんの

中から

えらばれたよ！

これから エコカードを使って

人・生き物・地球みんなが

なかよくくらせる方ほうを

いっしょに考えよう！

そして エコカードにエコスタンプやサインを １０こ 集めると…

地球にやさしい活動を すると、学校の先生や

地いきの人から エコカードに エコスタンプ 

を おしてもらえるよ。

＊くわしい使い方は おうちの人といっしょに

　「エコ活動のてびき」を見てね。

自分で

サ
インする

今年度の EWCキャラクター発表！
こんにちは！　　　　　キャラクターの 「さとみ」 です。

みんなが 地球と なかよくなるための

じょうほうを おとどけするよ！よろしくね♪

自分で サイン を するらんも あるよ。

「アースレンジャー（地球を守る人）」

に、にん定！

西宮市では、４月から「指定ごみぶくろ」で

家庭ごみを出すことになりました。

これから１年間のエコとれーにんぐを通して、ごみと

わたしたちのくらしについて いっしょに考えていこう！

「もやすごみ」と「その他プラ」

の２しゅるいがあります。

家庭から出るごみの中には、

しげんとなるものがまざっている

ことがあります。「新聞やざっし

などの古紙」「ペットボトル」

「その他のプラ」など、

ごみとしげんを分けて出すのを

手つだってみよう！

もやすごみのりょうもへるし、

地球にもやさしいし、一石二鳥！

まちの中のごみ、何があるかな？

ごみサーちゃんが 公園で遊んだあと、

家に  帰ろうとしているよ。

でも… ごみが  あちこちに  落ちているね。

　　　　　「そうだ！まちのごみも ひろっていこう！」

　　　　　　　ごみサーちゃんが  

　　　　　　　　どのごみを ひろえばいいか、

　　　　　　　ごみに マルをつけて 教えてあげてね。

落ち葉は 生き物の ごはんになったり、

かくれる場所に なったりするから

そのまま おいておこう。

では さっそく この紙のうらへ ゴー！

ごみサーちゃんを 手つだってあげよう！

たとえば…

さらに…

あなたの家や学校のまわり、公園などでごみを

見つけたら、何が落ちていたか、書いてみよう。

これは おちていると、

こまるなぁ…

これは「ごみ」だね

かん
は

あぶ
ない
よ！
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今年度のエコとれーにんぐ
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ＥＷＣホームページ

http://ewc.leaf.or.jp

情報もりだくさん！ 

●発　　　　 行　　西宮市環境学習都市推進課

●連　 絡　 先    西宮市環境学習サポートセンター（EWC事業担当）     

　                     〒662-0832　西宮市甲風園1丁目8－1          

　　　　　　　　　  　TEL：0798-67-4520　FAX：0798-67-4523

●事業受託者　  NPO法人こども環境活動支援協会

●イベント情報　 エココミュニティ情報掲示板　http://info.leaf.or.jp

２０２１年度　ＥＷＣ報告

保 護 者 の 方 へ

●ＥＷＣエコカード

●市民活動カード

●エコ活動のてびき は

５月中旬に学校から配布します。学校の授業やＰＴＡ活動などでも使いますので、大切に保管してください。

「2031 年・地球ウォッチングクラブ・にしのみや」（EWC）は、西宮市が 1992 年から始めた環境学習事業です。学校の授業

や地域での遊びなど、子供たちの生活の中では自然や地球環境保全につながる事柄がたくさん起こっています。普段は見過ごし

がちなこれらの事柄に気づくことを願い、1998 年から市内全小学生に「エコカード」を配布し、環境に関する活動をすると、

大人から「エコスタンプ」を押してもらえるシステムが始まりました。エコカードの「学校」「地域」「家庭やお店」の各欄に１個以上、

合計１０個以上エコスタンプやサインを集めると「アースレンジャー（地球を守る人）」として認定されます。また保護者の方

にも持続可能な地域づくりに役立ち、市民力を高める「市民活動カード」を配布します。エコカードや市民活動カードを通じて、

家族で「人に・生き物に・地球にやさしい」暮らしを考えてみませんか？

①シェルストラップ作り
日　程：5月28日(土)
　10:30～11:00/13:30～14:00/15:00～15:30 
場　所：西宮市貝類館学習室　申込：5/16(月)〆
参加費：￥100(別途入館料要)
定　員：8組(小学生未満は保護者同伴)
②貝を使ったオリジナルカタツムリ作り
日　程：6月11日(土)
　10:30～11:00/13:30～14:00/15:00～15:30
場　所：西宮市貝類館学習室　申込：5/30(月)〆
参加費：￥100(別途入館料要)
定　員：8組(小学生未満は保護者同伴)
③甲山のカタツムリウォッチング
日　程：6月25日(土) 10:00～12:00
場　所：甲山周辺　　　参加費：￥100
定　員：20名(小学生以上・保護者同伴)
講　師：貝類館学芸員 高田良二
申込み：6/13(月)〆
＜申込み・問合せ＞イベント名、第一・第二希望の
　時間(複数回実施の場合)、参加者全員の人数、
　氏名、年齢、住所、電話番号、作成個数を
　明記の上、ハガキまたはＦＡＸにて下記へ。
西宮市貝類館
　〒662-0934　西宮市西宮浜4-13-4
　TEL/FAX：0798-37-0485
※貝類館HPからWEBフォームでも申込可能です

西宮市貝類館の催し

日　　程：6月5日(日)9：30～15：30
場　　所：西部総合処理センター
　　　　　管理棟2階広報室及びホール
店　　主：西宮市内在住の小学生(保護者同伴)
募集店数：25店(生き物、食品は不可)
出 店  費：無料
応募方法：住所、氏名、子の氏名、電話番号を明記
　　　　　の上、5/21(土)消印有効までに往復ハガ
　　　　　キにて下記へ。(応募多数の場合は抽選)
＜申込み＞〒662-0934 西宮市西宮浜3丁目8番
　　　　　　西部総合処理センター
　　　　　　フリーマーケット出店希望係
＜問合せ＞リサイクルプラザ
　　　　　TEL：0798-22-6655

こどもが店主のフリーマーケット
イベント情報

エコカードを持って参加しよう！

●小・中学生はのびのびパスポート、
　ココロンカード持参で入場無料となります。

https://www.nishi.or.jp/bunka/bunka/
　　　　　　　　　　　　　kairuikan/index.html

季節にあったイベントがいっぱい！ＨＰを見てね！

エコとれーにんぐ① ２０２２．４月

わたしたちのまちをみんなで
きれいにしましょう！

＊地域・団体により
　日程が異なる
　場合があります

わがまちクリーン大作戦

落ちているごみに マルをつけながら

家まで 帰ろう！

家や学校のまわり、公園などで見つけたごみが

あれば、下に書こう。

れい

　おかしのふくろ

ホームページのご案内

http://ewc.leaf.or.jp

・市内での環境体験活動の紹介

・市内に生息する生き物紹介動画

・エコカードのサイン対象となる

　エコクイズの掲載

・子供達から提出された　

　「エコとれーにんぐ」作品を一部紹介

・エコカードのダウンロード

・EWC ニュースの閲覧

　…など

ぜひご覧ください！

◆アースレンジャー　２１１０人

◆アースレンジャー＋（プラス）　９６１人

◆アースレンジャーファミリー　５００家族

6月5日(日)
市内のいろいろなところで
「お掃除」があります。
予備日：6月12日(日)


