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エコとれーにんぐ②

２０２２．６月大事にすると、うれしいがいっぱい！
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いー ・ だぶりゅ ・ しー 2031年・地球ウォッチングクラブ・にしのみや
きゅう

「エコとれーにんぐ」 や 「やってみよう」 で

　　　やわらかあたまトレーニング！

小学校

年　　　　組

名前

新しいエコカードをもらって、やる気はバッチリ！でも 何から始めればいいの？って いう人もいるよね。

今回は、エコスタンプを集めながら 地球となかよくなる、「エコレベルアップのコツ」を教えます！
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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、四角に × をかいてね。↑↑↑

注意
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。

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

食べたら… 
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いっぱい あるかも しれないね。
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自分のくらしを 見直そう！まだ 使えるのに すてていない？ 

使っていないのに「○○しっぱなし」は ないかな？

できるところから はじめてみよう！

学校での じゅ業の あちこちに「エコレベル」が上がる

学びが かくれているよ。エコカードの「学校で」のらんも

さん考に、先生から エコスタンプを おしてもらおう！

よろこんでくれたり、うれしいことがありそうな 人や生き物、

自ぜんや 物などを 思いうかべて その理由も考えてかこう。

地球かんきょうをよくするために、大人がどんなことを

しているのか 聞いて、自分にも できそうな

ことがあれば、やってみよう！

大人から 「エコメッセージ」 をゲット

「アースレンジャー」 になって、

みんなにも 「エコレベル１００」 の

くらし方を 教えてあげよう！

ぎょう

高す西小学校３年生

5/13 こう子園はま

学校での活動や勉強で、 新しい世界を広げよう
どう　　  べん　　　　　　　　　　　　　　　 せかい
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↑こう外学習には 発見が いっぱいあったよ↑
しゅう　　　　　はっ

ここに書いてあるものに 取り組むと、エコカードに エコスタンプや サインを 集められるよ
と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   あつ

１つのことを、前や後ろ、横、

ななめなど いろいろな向きから

考えてみよう。どうなるかな？

　　　　 よこ

   む

みんなが住んでいるまちには、それぞれのよさがあります。

地いきの行事や そうじに さんかしてみよう。

西宮市内の かんきょう学習しせつに 行ったり、

公みん館や じ童館で エコクイズに

チャレンジも

できるよ！
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「自分のまち」 を 知って 大事にしよう
じ

ここまで たどり着いた人は すごい！

ぜひ そのわざを 家族や 友だちにも

でんじゅしてあげてね。

エコレベル 100 の人が ふえれば、

地球も きっと うれしくなるよ！

　　　　　　　　　　　　　　　　　つ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぞく

　　きゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  もの

　　　　　　　　　  もの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ゆう

家族
ぞく

生き物
もの

地球
きゅう

できたよ！ 「地球にやさしいくらし」

こう陽園小学校４年生
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に川での活動

よう

どう



き

り

と

り

せ

ん

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月大事にすると、うれしいがいっぱい！

●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
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エコカードの「家庭やお店で」のらんにある

「エコとれーにんぐ②」に 自分でサインをして、

この紙だけを 切り取って先生にわたそう。サ
インす
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自分で
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パック

ペットボトル

・消しゴムを さい後まで 使い切る　

・小さくなった服を ほしい人にあげる

・ごみを分けて出す　…などもあるよ

ごみにせず 大事にしたいことを　　 に書いて、

それをすると うれしい気持ちになりそうな

相手と、その理由を　　 に かこう。 
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次回は９月にクラスに１まい

「ＥＷＣポスター」を

おとどけします！お楽しみに♪

パソコンなどから

見てね！

EWC ニュース 1 号に

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。

ごう

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♪

◆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）

イ ベ ン ト 情 報

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！

◆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


