
ナナホシテントウが

ほんとうに７こ
「てん」があると

おもわなかったから

びっくりした。

ヨモギをにおって

みると、とても

よいにおいがした。

＊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。

　　　　　　　小学校

がくねん　　　　くみ

なまえ

５号
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保護者の方へ

EWCの情報はホームページもご覧下さい。　http://ewc.leaf.or.jp/

発　　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）

エコとれーにんぐ ④

き 

り 

と 

り 

せ 

ん

エコとれーにんぐ ④

ごちそうさま！

その「りゆう」は？２

アースレンジャー　！

・アースレンジャー ：４０４４人

・エコスタンプ 20こ あつめた人：１６４４人

・アースレンジャーファミリー ：１３７かぞく

（1/31 げんざい）

春の仁川ではどんな生きものがくらしているかな？

みんなでみつけましょう！

日　時：３/２７(土）10:00～1１:３0

集合場所：甲山自然の家前

定　員：20名程度(応募者多数の場合は抽選)　

参加費：1人100円(保険代)

申込み：はがき、又はFAXで「春の仁川で生きもの探検」係りまで

　　　　参加者全員の氏名　子どもの学年　住所

            　電話、FAX番号　＊1回の申し込みにつき6名まで　　　

締　切：３月12日（金）必着

持ち物：タオル、帽子、雨具、ぬれてもよい靴（ビーチサンダル不可）

　　　　たも網は1本100円で貸し出しあり

主催/問合せ：西宮市立甲山自然環境センター

〒662-0001　西宮市甲山町67番地　

TEL/FAX .0798-72-0037（9:00～17:00）

３/７(日)　10:30～14:00

場所：ゆとり生活館アミ（西宮北口、環境学習サポートセンターの建物）

問合せ先：コープ活動サポートセンター西宮　

　　　　　TEL.0798-67-8927

主催：コープファミリーフェスタ実行委員会

　　 　コープ活動サポートセンター西宮

協力：西宮市　LEAF

甲山エコひろば　春の仁川で生きもの探検　

コープファミリーフェスタ

環境学習サポートセンターでは、いきものふれあいコーナーで
カメやザリガニとあそぼう！ ほかにイベントもあるよ！

エコとれーにんぐ③で

わがやの「あじじまん」「エコじまん」を

かいてもらったね。

　おいしそうな「あじじまん」が

　たくさんありました！

今年の「エコとれーにんぐ」で

「食べもの」が　どこからきているのか

どんなふうにたべているのかしらべました。

たくさんの人のおせわになっていたね。

　そこで、かんしゃをこめて

「ごちそうさま」を言ってみよう！

「遊んで・学んで・森づくり！」

兵庫県「企業の森づくり」制度における西宮市との連携事業

いきものはっけん・ふゆ

しらべたひと　４５３人

Sustainable Community

エコアクションカード

ECO - ACTION CARD
NISHINOMIYA

2009
にしのみや

持続可能なまちづくり

　日頃より西宮市のアースウォッチングクラブ(EWC)事業

にご協力いただきありがとうございます。子ども達のエコ

カードから、1年間のいろんな取り組みが見えてくるのでは

ないでしょうか。3月初めの「環境パネル展」に向けて、今

たくさんの作品が事務局に集まってきています。エネルギ

ーいっぱいの子ども達の作品です。海外作品へのメッセー

ジを書いていただくと、保護者の方のエコアクションカー

ド「国際交流」欄に押印いたします。ぜひご予定下さい。

①カラス　　　　　　397人

②ナナホシテントウ　271人

③ヨモギ　　　　　　244人

④ふゆめ　　　　　　188人

⑤メジロ　　　　　　157人

５号

イベントには「ＥＷＣエコカード」「エコアクションカード」をもって、さんかしましょう！

そこで・・・ かんきょうパネル展 で

みんなのトレーニング③を展示して

エコメニュー投票をするよ！

あなたのおうちの「エコ」が

にんきナンバーワン！に

　　　　　　なるかも！

主催：コープこうべ

2010.2月

はっけんベスト５

日　時：２/２７(土)　13:00～16:30　　入場無料　

定　員：120名

場所：西宮市役所　東館８Ｆ　大ホール　　　

申込み：電話、FAX、または郵送　住所、氏名記入。

申込/問合せ：西宮市環境都市推進グループ

　　　　　　　　西宮市六湛寺町10－3　

　TEL:0798-35-3818   FAX:0798-35-1096

平成21年度 環境まちづくりフォーラム

■基調講演　「未来を築く新たなしくみづくり」

　　　　　　　西宮市教育委員会教育次長　伊藤博章氏

■ポスターセッション   市内で行われている様々な環境活動を紹介！

■パネルディスカッション「エココミュニティ会議の取り組みについて」

　　平木、甲陽園、高木、用海地域のエココミュニティ会議の

　　取り組みを紹介、まちづくりを考えます。
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子どもがアースレンジャーになり、保護者も１５個
集めたら子どものカードと一緒に送って下さい

マイバッグ

資源リサイクル

エコチェック

環境以外の
社会的活動

グリーン購入

1週間80％実行できたら

１週間 ルールを守り分別回収に協力できたら

クリーン
大作戦

1 2 3 4

1 2 3 4

週間め 週間め 週間め 週間め

週間め 週間め 週間め 週間め

環境学習・自然体験

２
ポイント

環境関連
施設に
行った時

自然体験
した時等

福祉・人権・平和 等

エコ商品を買った時
公共交通
機関利用

冷蔵庫
すぐ閉める

ごはん
残さない

節水

保護者用カード

裏面に保護者の名前、TEL 等　必要事項を　ご記入ください

保護者用のカードに

エコスタンプが
15個集まったら

つづきは　
エコアクションカード

子どもが「アースレンジャー」に
なり、保護者も15個達成する
と、5月22日（予定）に「アー
スレンジャーファミリー表彰」を
します。

保護者がエコ活動をし、40
個達成すると、「オリジナ
ルひのきの筆箱」をプレゼ
ントします。
全項目(＊)にスタンプ押印
があることが条件です。

＊項目は　①マイバッグ　②資源リサイクル　③エコチェック
④マイタウンレポート　⑤環境学習・自然体験　⑥美化・緑化
⑦グリーン購入　⑧環境以外の社会的活動　⑨国際交流

ガマが「フランクフルト

みたい」とかぞくでわら

っていました。

いつもじっくり木を

見ていないので、

はじめて「ふゆめ」

をみました。

かんきょうパネル展は

3月3日（水）～7日（日）

　10:00～17:00（7日は16:00まで）

ばしょ：西宮市民ギャラリー　

あなたは、だれに？（ひと）　

なにに？（もの、ことがら）

「ごちそうさま」を言いますか？

○○○に「ごちそうさま！」１

に
ごちそうさま！

ユニセフコーナーで
ユニセフの活動を知って
いただいた保護者の方…
エコアクションカードの
「国際」のコーナーに
　押印します

入場無料

その「りゆう」は？２

「ごちそうさま、ありがとう」のきもちを絵にして　プレゼントしてね！

てんせん　を　はさみできって、カードにしてつかってください。

ごちそうさま！

　11 月 16 日、広田神社の森で「いのちの

つながり」のプログラムを行いました。班に

わかれて、森の中で、はっぱやえだ、ドング

リなどを集め、「しぜんのつながり」を学習

しました。たくさんのお母さんたちがみんな

のカードにスタンプをおしてくれました。

広
田の森にいきました！

平木小学校 1年生

さくらの木の「ふゆめ」も

どんどんふくらんで、

4 月になると花がさくよ！

日　時：３/２１(日)　10:20～15:00

集合場所：「かぶとやま荘」バス停（さくらやまなみバス）

定　員：親子20組　50名（子どもは5歳以上、多数の場合抽選）

参加費：大人1000円　子ども500円

　　　　（調理材料費・キャンプ場使用料・機材使用料・特製記念品・保険代）

申込み：FAXにて受付　　FAX:078-856-1700　

　　　　参加者全員の氏名・性別・年齢、〒住所、電話、FAX番号記入

申込/問合せ：コープこうべ環境推進室　TEL:078-856-2068（月～金10:00-17:00）

「コープの森・社家郷山」で森とくらしのつながりを学びます。

野外調理（野菜たっぷりのおみそ汁）や除伐体験など、春の里山で

楽しい一日を過ごしましょう！
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