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エコとれーにんぐ②

２０２２．６月大じにすると、「うれしい」がいっぱい！
だい

2031年・地球ウォッチングクラブ・にしのみやいー ・ だぶりゅ ・ しー

１・２年生
ねんせい

ねん　 ちきゅう

がつ

そんなふうに、みんなが

ちきゅうの ことも しって、

なかよくなってくれたら

うれしいな！

小学校

年　　　　くみ

名まえ

この「エコとれーにんぐ」は「EWC かんきょうパネル

てん」にてんじしたり、EWC ニュースやホームページ

で しょうかいすることがあります。「てんじ」や「しょ

うかい」をしてほしくない人は、四かくに × をかいてね。↑↑

ちゅうい

※新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、中止または内容が変更になる場合があります。
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しょうがっこう
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どうすれば いいの？

「
ちきゅうとなかよく」ってＥＷＣは

みんなが ちきゅうと 

なかよくなるかつどうを

おうえんしています。でも…

「ちきゅうと おしゃべりなんて できないよ」

「いっしょに おにごっこも できないし…」

どうすれば なかよくなれるの？

そのヒントを おしえるね！

「エコカード」には 
なかよしヒントがいっぱい

5/10、みんなでナスやサツマイモ、

ピーマンなどを うえました。どうやって

そだつかな？しゅうかくもたのしみ！

しぜんや 生きものについて しることも、

　なかよくなる だいいっぽ。学校での

　かつどうを しょうかいするよ。

こんな みぢかな ところでも

エコスタンプは、「ちきゅうと

なかよしになる かつどうが １つできた」

　　　って いうしるし。

　どんどんあつめて、

　めざせ

アースレンジャー！

ちがいを 見つけよう！
しらないことを たのしもう！

ちきゅうには たくさんの人や

生きものがいて、山や うみなどの

しぜん、まちや くにが あるよ。

にているところも あるけれど

ちがうところも あるよ。

こ年は きょ年より あついな。

ここは アブラゼミが おおい、

となりまちは 

クマゼミが おおい。

わたしは 青がすき、

ともだちは 赤がすき。

いろんなちがいを

見つけてみよう。

わからないときは

きいてみよう。

ちがいがわかれば

なかよくなったり、

うれしいことや

こまっていることに

ビビビッ！と  気づいたりできるよ。

そのままだと ごみに なってしまうものが

ごみに ならずに すんだら、どんな いいことが あるかな？

たとえば、　

ごはんを のこさず

たべたら… 

…など　

いっぱい あるかも しれないね。
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おかあさんが

うれしそう 　　　えいようを

　　 もらって

　　からだが

　げん気

もりもり♪
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たかす小２年生　やさいをうえたよ
しょう　　ねんせい

いまづ小２年生　こうえんたんけん
しょう　　ねんせい

 このポーズの 

ごみサーちゃんを

　たくさん

見つけてね

ごみサーちゃんをさがせ

み

き

生きもの
い

よろこんでくれたり、うれしいことがありそうな

人や生きもの、しぜんや ものなどを おもいうかべて かいてみよう。
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ちいき

の人
ひと

いー・だぶりゅ・しー

5/27、こうえんで はっぱのにおいを

かいだり、木のクイズにチャレンジ。

こうしえんはまで カニも つかまえたよ。
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ＥＷＣホームページ

http://ewc.leaf.or.jp

情報もりだくさん！ 

エコとれーにんぐ②

２０２２．６月大じにすると、「うれしい」がいっぱい！
だい

●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

EWC ニュース 1 ごうに

のっていた、

エコとれーにんぐ①の 

ひらめきヒント は

EWC のホームページ

（http://ewc.leaf.or.jp）

に のせるよ。

しょくひん
トレイ

ぎゅうにゅう
パック

ペットボトル

下から、やってみたいことを １つずつ

えらぼう。そして、それにとりくむと

だれが どんなふうに うれしい気もちに

なるか、おもいうかべて かいてみよう。
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ありがとう！ ごみが
へって

たすか
った！

した

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   き

だれが

小さくなったふくを ほしい人に あげる

けしゴムを さいごまで つかいきる

どちらか えらんで　　 をつけてね。

どんなふうに  うれしい？

ちい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひと

だれが

どんなふうに  うれしい？

ごみを わけて出す

ごはんを ぜんぶ たべる

どちらか えらんで　　 をつけてね。
だ

生まれかわれるよ～！
う

サ
インす

る

じぶんでと

りくんだら

エコカードの「かていやおみせで」のらんにある

「エコとれーにんぐ②」に じぶんでサインをして、

このかみだけを きりとって先生にわたそう。
せんせい

いー・だぶりゅ・しー

いー・だぶりゅ・しー

西宮市貝類館の催し

貝類館HPから

WEBフォームでも

申込みできます。

●申込方法●

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。応募多数の場合抽選。

西宮市貝類館

〒662-0934　

西宮市西宮浜4-13-4

TEL/FAX：0798-37-0485

※貝類館は、別途入館料が必要です。

　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

あそび
に

来てね
！

小学生はエコカード、中学生～大人は
市民活動カードを持って参加してね！

つぎは９月にクラスに１まい

「ＥＷＣポスター」を

おとどけします！おたのしみに♪

がつ

パソコンなどから

見てね！
み

西宮市環境学習サポートセンター

〒662-0832　西宮市甲風園1丁目8－1

TEL：0798-67-4520　開館時間：午前９時～午後５時

休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始

ミニミニ水族館では

たくさんの魚たちが

お出むかえ♪

エコクイズができたり

環境に関する本も

たくさん！

ぜひ遊びに来てね♪

◆甲子園浜海浜清掃◆
日　時：７月１７日(日)10:00～11:00（現地集合・現地解散）
内   容：ブルーサンタになって甲子園浜を清掃しよう！

集合受付：浜甲子園1丁目あずまや

申込受付：申し込みは必要ありません。当日集合場所へお越しください

問 合 せ ：NPO法人海浜の自然環境を守る会 TEL: 080-2568-9709

①イカの体のしくみを学ぼう！
日　時：７月９日(土)
　　　 10:30～12:30
　　　 14:00～16:00
場　所：貝類館学習室

講　師；貝類館学芸員 渡部哲也　

定　員：各回8組（小学4年生以上）

参加費：500円

申込締切：6/27(月)

②二枚貝のキーホルダー作り
日　時：７月１６日(土)
       10:30～11:00
　　　 13:30～14:00
　　　 15:00～15:30
場　所：貝類館学習室　

定　員：各回8組

　　　　（小学生未満要保護者）　

参加費：300円/1人

　　　　（小学生未満要保護者）

申込締切：7/4(月)

★マークは、環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム認定

◆親子で挑戦！エコ・クッキング◆
日　時：７月３０日(土)10:00～14:00（現地集合・現地解散）
内　容：毎日のくらしの中でできる「地球に優しい暮らし方」をお料理で 

　　　　学んでみませんか？

場　所：大阪ガス ハグミュージアム （大阪市西区千代崎3丁目南2-59）

定　員：8組 16名　小学生と保護者（保護者参加必須）

参加費：無料（参加記念品付き）

持ち物：エプロン、手ぬぐい、三角巾、マスク、飲み物

＜申込み・問合せ＞西宮市 環境学習都市推進課　TEL：0798-35-3818

　お電話でお申し込みください。　受付期間：6/24(金)  ～ 7/22(金)

　定員を超えた場合は抽選

◆夏休み企画◆
甲子園浜を知ろう！生き物観察＆クリーンアップ作戦
日　時：８月１１日(木)山の日 9:30～12:00（受付開始 9:15～）
内　容：甲子園浜にはいろいろな生き物がいます。

　　　　生き物の観察や浜のごみ拾いを通して、生き物の住みやすい

　　　　自然環境を親子で考えましょう！夏休みの自由研究にも。

場　所：甲子園浜　　　

定　員：先着10組　7/8(金)〆

参加費：親子1組500円（お土産付き）

　　　　※参加者には詳細（集合場所・持ち物など）をお知らせします。

　　　　※子どものみの参加不可、幼児は保護者がみていてください。

主　催：生活クラブ　サステイナブル・フェス　in兵庫　実行委員会

＜申込み・問合せ＞

　生活クラブ生協　組織部　担当 永田

　TEL：078-904-3389

　（月～金 9:00～17:00）


