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コーラルとカニぶくろの
あとをひきつぐのは この２人！
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昨年度１年間、ＥＷＣの活動を

たくさんサポートしてくれた

コーラルとカニぶくろはというと…

２００８年度

新キャラクター

みなさん こんにちは！

これから １年間‘ＥＷＣ’を どうぞよろしく☆
ちきゅうとなかよくなる かつどうをして、
エコカードに エコスタンプをあつめよう。
めざせ！アースレンジャー！！

さとみちゃん

エコカードは

５月おわりにくばるよ

エコカードは
１年間 たいせつにしてね

自然やいきもの、
みんなとなかよくなろう

ｴｺｽﾀﾝﾌﾟが10ｺたまると
『ｱｰｽﾚﾝｼﾞｬｰ』だっ！

ちきゅうと なかよくなるために…

EWC

・アースレンジャー になった人　　：２９３９人

・エコスタンプを２０こ あつめた人：１１５２人

・アースレンジャーファミリー　　 　：１１６家族

・アースレンジャー６ になった人    ：４人

  (6年間毎年アースレンジャーの人)

２００７年度　ＥＷＣほうこく

ＥＷＣ環境パネル展

3/5～9のあいだ、西宮市民ギャラリーで

行われました。作品は 市内から491点、

海外からはマレーシア、ポーランドなどから

よせられた

88点を展示。

来場者は1500人。

9日には入賞者の

表彰を行いました。

そ

し

て
…

みんなにとどけ！

わたしたちのエコ･メッセージ

3･4年生 5校9クラスがとりくんだ、

「エコ･メッセンジャー活動」の番組が

ＥＷＣのホームページ

(http://ewc.leaf.or.jp)から 聞けます！

どのクラスも、たくさんの人に

楽しく 番組を 聞いてもらえるように、

いろいろなくふうをして、

ステキな番組を 作っているよ。

ぜひ、聞いてみてね！

●2007年度　チャレンジしたクラス●

・上甲子園小3-3

・西宮浜小3-4

・深津小3-1

・安井小4-1･2･3

・山口小3-1･2･3

がんばったね！やった～☆
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マイマイバッグ

買い物についていきたがる。

せ中のマイバッグにしょうひん

を入れられる。

ゾウロ

冬、色んな所で水をためて、

夏いっきに水をまく（温だんかたいさく）。

　　やさしい、なかなかおこらない、

　　　　　いつもニコニコしている。

田辺真子さん
(苦楽園小 前2年)

廣房友樹さん
(東山台小 前4年)

ふゆ　  いろ   　  ところ    みず

なつ　　　　　　　みず　　　　　　　おん か　　もの



学文エココミュニティ会議　　　「マイバック標語」受賞者発表！

優秀賞

●がんばるよ　ちきゅうをまもる　マイバッグ　

●マイバッグ　一人一人の　心がけ　

●広げよう　地球にやさしい　マイバッグ　

●マイバッグ　使えば地球も　よろこぶね　

２００８年度　国際ユース作文コンテスト
『よりよい社会をつくるための私のプロジェクト』をテーマに、作文を募集します。
応募資格：子どもの部（小学生・中学生）　　若者の部（高校１年生から25歳まで）

応募規定：1600字（400字詰原稿用紙4枚）以内。ワープロ可。

 　　　　  詳しくは、ホームページ（http://www.goipeace.or.jp）をご覧ください。

応募方法：郵送またはEメールにて下記まで。　　応募締切：6/30(月)必着

応募宛先：〒102-0093　東京都千代田区平河町1-4-5　平和第1ビル

問合せ先　財団法人五井平和財団「国際ユース作文コンテスト」係

　　　　　Eメール essay@goipeace.or.jp   　電話 03-3265-2071

主催：(財)五井平和財団　　ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）

日　時：5/11(日)　9:30～15:00

　　　　（雨天時は、5/31(土)に延期）

集　合：阪神甲子園駅

解　散：西宮市立甲子園浜自然環境センター

定　員：30名（先着順）

対　象：西宮市内小学生とその保護者

参加費：無料

申込み：NPO法人こども環境活動支援協会

問合せ　TEL．0798-69-1185

環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム
ライフ＆ネピア環境助成事業

『まち探検とシギ・チドリウォッチング』

環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム
コープＥＡＲＴＨくらぶ　わくわく・ドキドキ・まなび隊

『初夏の野遊び』

日　時：5/17(土)　10:00～12:00

集　合：甲山森林公園 管理事務所前(甲山町43)

定　員：40名（先着順）※4/15以降受付開始

　　　　（雨天時は管理事務所会議室で開催）

参加費：1人200円（保険代など）

申込み：コープ活動サポートセンター西宮

問合せ　TEL．0798-67-8927

＊このほか、６/7(土)　13:20～16:20
　 「家にある布を利用して 布ぞうりを作ろう」
   開催予定！詳しくは 上記までお問合せを。

アースレンジャーファミリー表彰式

日　時：5/25(日)　10:30～11:30

場　所：六湛寺南公園 （西宮市役所南側）

2007年度アースレンジャーファミリー表彰式・

2008年度新キャラクター発表をします。

*アースレンジャーファミリーになった人は、
 学校を通じて 「案内状」をお送りします。

5/23～25、六湛寺公園にて開催。

ＥＷＣは、24～25日（11:00～15:00）に

「ＥＷＣエコクイズにチャレンジ」　を行います。

会場にちりばめられた クイズに答えて、

エコスタンプを 押してもらおう！

『フラワーフェスティバル  in  にしのみや』 

イ べ ン ト 情 報

地域でひろがる『エココミュニティ会議』の取り組み

保護者の方へ

EWCとは、1992年にスタートした

『地球ウォッチングクラブ(Earth Watching 

Club)事業』の頭文字をとった略称です。

1998年には『エコカード・エコスタンプ

システム』を導入し、子ども達の

学校・地域・家庭における環境活動をつなぎ、

環境学習を通じた、持続可能なまちづくりを行うことを 目的としています。

子ども達が 楽しくエコ活動に取り組めるよう、各家庭でも ご協力を宜しくお願いします。

こども
家庭

お店地域

学校

子ども達は、いろいろな

生活の場でエコスタンプを

大人から押してもらえます。

エコカード

サ
ポーター

サ
ポーター

サ
ポーター

甲山自然環境センター　　甲山エコひろば

『仁川の生きもの探検』

日　時：5/10(土)　10:00～11:30

集　合：甲山自然の家前（甲山町67）

参加費：100円（保険、資料代）

申込み：電話にて要事前申込み（定員あり）

問合せ　詳しくは 西宮市立甲山自然環境センターまで

　　　　TEL．0798-72-0037

鳴尾北小学校・小松小学校の児童の皆さんから「マイバッグ標語」を募集。

下記６点が入賞作品に選ばれました。

最優秀賞

●ひろめよう　

      みらいにつながる　マイバッグ

●マイバッグ　私と地球の　お約束

春風エココミュニティ会議　　キャラクター決定！

エコビトくん
おりがみでつくられた

エコビトくん。
口ぐせは

「紙を大事にしよう」。

ダイエッコちゃん
ごみを自分の顔よりだすとおこる。

ごみぶくろの顔が
ちっちゃくなるように
ダイエットしている。

春風小学校の児童の皆さんから募集、下記の2点が選ばれました。

今後、地域の取り組みやおたよりなどで 活躍します。

現在 各地域において子どもから大人まで幅広い参加

のもと、次世代を育む まちづくり――『エココミュ

ニティ会議』の取り組みが すすめられています。

3/25(火)には『環境まちづくりフォーラム』が

行われ、市内6地区の代表が それぞれの地域に

おける活動事例を発表しました。

「環境まちづくりフォーラム」～地域の取り組み発表会～ 開催

ＥＷＣについて

わがまちｸﾘｰﾝ大作戦
地域の清掃活動に参加しよう

６/１～

※日時は各自治会・団体によって異なります。
　詳しくは自治会・団体にお問合せください。

ｴｺｶ
ｰﾄﾞを

もらって最初のｴｺｽﾀﾝﾌﾟｹﾞｯﾄだ！


