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＊この「エコとれーにんぐ」は、環境省が小中学生対象に行っている
環境学習事業「こどもエコクラブ」のプログラムと同じものです。
＊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。

エコロジカルとれーにんぐ ③

EWCの情報はホームページもご覧下さい。

http://ewc.leaf.or.jp/
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保護者の方へ

見つけたもの

５・６年生対象 ＜2008年度 参加申請クラス＞ 今津小6‑1、上甲子園小6‑1･2、

現在１６校４５クラスがチャレンジ中

それは、どんな歴史や思いがあるのだろう？

エ コ
あなたの考えや気持ち

行：EWC事務局 （環境学習サポートセンター内）
〒662‑0832 西宮市甲風園１丁目8‑1 ゆとり生活館アミ 1F
TEL:0798‑67‑4520 FAX:0798‑67‑4523
企画運営：NPO法人こども環境活動支援協会(LEAF)

･ト

レ ー ド 活動

瓦林小5‑3、北六甲台小5‑2、甲東小6‑3、小松小5‑1･2･3･4、
大社小5‑1･2･3、高木小5‑1･2･3･4･5、高須東小5‑1･2、
段上西小5‑1･3、段上西小6‑1･2･3･4、鳴尾東小5‑1、6‑1･2･3、
浜脇小6‑1･2･3･4、春風小５‑1･2･3･4、6‑1、
東山台小5‑1･2･3 深津小5‑1･2、船坂小5‑1

「エコ・トレード活動」とは、身近なエコ活動が 経済的にも地球環境の保全につながることを理
解してもらうための、５･６年生を対象とした活動です。クラスでエコスタンプを集めて活動資金
（5000円）と交換し、環境保全や福祉・人権・国際交流など社会的意義のある活動を行います。
市内16校45クラスが参加申請中。11月27日には「エコ･トレード活動資金授与式」があります。

● 基金ご協力のお願い ●
見つけたもの

あなたの考えや気持ち

見つけたもの

きりとりせん

それは、どんな歴史や思いがあるのだろう？

子どもたちの社会活動を支援する、「エコ･トレード活動」資金の
財源となる基金へのご協力を、広く市民の方々にお願いしております。
（１口1000円より、エコ･トレード基金事務局((社)西宮青年会議所)）。
お問合せはEWC事務局（TEL：0798‑67‑4520）まで。
社団法人西宮青年会議所 エコトレード基金口
三井住友銀行西宮支店 普通預金 8391766
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西宮市内各地域において開催。
小学生はエコカード、
大人はエコアクションカードを持って、
参加しましょう！

環境学習都市にしのみや
・パートナーシッププログラム

それは、どんな歴史や思いがあるのだろう？

北山緑化植物園

花と緑の教室

親子で楽しむ
クリスマス飾り☆
あなたの考えや気持ち

子どもたちは
昨年度の授与式の様子
公民館や児童館で
「エコクイズ」をしてエコスタンプを
押してもらっています。その様子を
一度のぞいてみてください♪

日時：平成20年11月29日(土)
10:00〜11:30
場所：北山緑化植物園
定員：親子15組
参加費：2000円
申込み：電話にて
植物園事務所へ。
（0798‑72‑9391）

秋の草木遊び
〜コープEARTHくらぶ
日時：平成20年11月29日(土)
10:00〜12:00
集合：甲山森林公園 管理事務所前
定員：40名
参加費：1人200円(保険代)
持ち物：水筒、タオル、
筆記用具、EWCｴｺｶｰﾄﾞ
申込み：電話にて、コープ活動
サポートセンターへ。
（0798‑67‑8927）

サクラの名所づくり

浜甲子園運動公園

鳴尾(甲子園)周辺の歴史を学び、サクラを植樹します。
日時：平成20年12月13日(土) 13:00〜16:00(予定)
集合：阪神甲子園駅東改札
定員：30名(先着順)
対象：市内在住の方
参加費：無料
申込み：12/1〜10の間、電話にて申込受付。
問合せ 環境学習推進グループまで。
TEL：0798‑49‑6401
甲山エコツアー

冬休み特別企画

わくわく甲山歴史めぐりウォーキング
阪急仁川駅から社家郷山の温泉地まで、1泊2日の行程
で甲山の歴史遺産を巡りながら楽しく歩きましょう！
日時：平成20年12月25日(木)13:00
〜 26日(金)14:00(予定)
集合：阪急仁川駅
解散：六甲保養荘
宿泊先：甲山自然の家
定員：10組30名程度
対象：ファミリー（小学生以上）
参加費：3200円（食費3食(夕食・朝食・昼食)･ｼｰﾂ使用料･
六甲保養荘入浴料･保険等実費、
※市主催事業のため、宿泊費免除）

申込み：電話にて西宮市立甲山自然環境センターまで。
問合せ
TEL：0798‑72‑0037

