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～西宮生まれの花をひろげる「さし芽教室」～
を行っています。自分たちで植物を増やして、学校やまちを花
と緑でいっぱいに！

・メダカの飼い方教室
日 時：７月２４日(土)

どんなところがすずしい？
家の中や外で、風のとおり道をみつけよう！
「とおり道マップ」をかいてね。

①風のとおり道をみつけよう！
）家の中（

先生と相談してチャレンジしませんか？

環境学習サポートセンター
夏イベント

発

）家の外

上記他、館内では10:00～16:00の間・生きものふれあいコーナー
・水族館クイズなど お楽しみがもりだくさん！西宮のたくさんの
魚たちにも会えます！みんなで遊びにきてね♪

仁川で遊ぼう

うらのとれーにんぐをしたら、ＥＷＣじむきょくに
おくってください。先生にわたすとおくってもらえ
ます。エコスタンプもおしてもらいましょう。

EWC事務局
〒662-0832 西宮市甲風園1-8-1
ゆとり生活館アミ1F 環境学習サポートセンター内
TEL：0798-67-4520 FAX：0798-67-4523
ホームページ：http://ewc.leaf.or.jp
企画運営 NPO法人こども環境活動支援協会

計3回
①11:00～ ②13:00～ ③14:30～
対 象：市内小学生（小学3年生以下は保護者同伴）
始めての受講者優先、1家族に付き1枚でお申し込みください。
定 員：各回50名（定員を超えた場合は、抽選）
参加費：無料（受講された方には1家族10匹メダカをお渡しします）
申込み：7/ 3 (必着)までに、往復はがきで下記へ。代表者の住所・
氏名・学校名と学年・受講者人数(大人・子どもの人数内訳)・
第1･第2希望時間・昼間の連絡先電話番号を記入。
申込先：環境学習サポートセンター「メダカの飼い方教室」係
〒662-0832 西宮市甲風園1-8-1 ゆとり生活館アミ1F
問合せ：環境学習サポートセンター TEL.0798-67-4520
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西宮で生まれた花をみんなで増やして育てる「さし芽教室」

※さし芽教室は、総合学習・環境体験事業などの授業の一環として行うほか、
クラブ活動や学年PTA活動としても実施可能です。
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問い合わせ：西宮市植物生産研究センター TEL：0798-74-5970
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環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム

きりとりせん

日 時：７月１０日(土) 10:00～12:00
集 合：甲山自然環境センター（阪神バス「甲山大師前」徒歩10分）
対 象：5歳～小学6年生（保護者同伴）親子で15組 参加費：無料
申込み：はがきにて下記へ（締切：7/2 多数の場合抽選）
〒、住所、氏名(保護者･子ども)、子どもの年齢、
学校名・学年、電話･FAX番号記入
申込先：〒662-0862 西宮市青木町2-5
(社)西宮市シルバー人材センター 子育て支援グループ
問合せ：(社)西宮市シルバー人材センター TEL.0798-72-3461

行

スチール缶を含む集団回収に
学校みんなで取り組みませんか？
集団回収（回収品目にスチール缶が含まれていること）を通じて、資源
を大切にする心や子ども同士の連帯感の育成などを教育の一環に位置づ
けておられる小学校および中学校に対する支援プログラムです。
優れた環境学習の取り組みに対し支援を行います。
募集期間：平成22年6月1日～10月31日（必着）
応募方法：応募用紙に必要事項を記入の上郵便で応募
対
象：小・中学校（学校単位） 審査方法：審査委員会にて審査
支援の内容（新規活動部門）：支援対象数 ６０校以内
集団回収開始助成金 （10万円／校 相当）
表彰・支援時期：平成23年1月頃
応募先：〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-3 日鉄木挽ビル１階
スチール缶リサイクル協会
「小・中学校におけるスチール缶を含む集団回収への支援事業」係
TEL: 03 (5550) 9431
FAX: 03 (5550) 9435
主 催：スチール缶リサイクル協会
協賛：(社)日本鉄鋼連盟、日本製缶協会
後援：経済産業省、(財)クリーン・ジャパン・センター、
全国小中学校環境教育研究会、NPO法人こども環境活動支援協会
http://www.steelcan.jp/outline/kaishushien-school.html
環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム

環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム

たのしくまなぼう！

たのしくつくろう！

「エコカードゲーム&おやつづくり」

「イカまるごとを解剖しちゃおう！
& イボニシって貝をじっくり観察するぞぉ」

日 時：７月３１日(土) 14:00～16:30
カードゲームで環境について学んだあと、簡単にできるエコおやつを作ります。
場 所：甲子園浜自然環境センター
講師：佐名川洋之
日 時：7/27(火)
7/27(火) 13:30～15:30
参加費：400円
対 象：小学４年生～一般
定員：25名
会 場：コープ北口食彩館 組合員集会室(アクタ西宮東館3F)
参加費：500円（1人）
定 員：小学生以上の子ども 定員25名（先着順）
申込み：ＮＰＯ法人こども環境活動支援協会まで お電話ください
申込み：6/15よりお電話にて下記まで。（月～土 9:30～）
TEL:0798-69-1185 （申込み開始：6/28 10:00～先着順）
持ち物：エプロン、三角布、タオル、お茶、筆記用具
氏名、学校名、学年、電話番号

②エネルギーを使わないですずしくするくふうは？

問合せ・申込先：コープ活動サポートセンター西宮
TEL：0798-67-8927

野菜の収穫を体験しよう

環境学習都市にしのみや・パートナーシップ
プログラム
神戸女学院大学人間科学部

夏休みファミリー体験 仁川生きものたんけん

日 時：①８月６日(金)または②８月２０日（金）10:15～12:00
集 合：甲山自然学習館（阪神バス「甲山大師前」徒歩10分）
日 時：８月２８日(土) 雨天延期
対 象：小学生親子15組
雨天中止
場 所：甲山農地（鷲林寺2丁目）
参加費：無料
参加費：無料 （タモアミ貸し出し105円）
対 象：西宮在住の小学生と保護者
定員：10組(多数の場合抽選)
持ち物：水筒、タオル、帽子、雨具、着替え、ぬれてもよい靴（サンダル不可）
申込み：7/21(必着)までに、往復はがき、またはFAXにて下記へ。
申込み：下記にハガキ又はＥメール（締切：7/23必着 多数の場合抽選）
〒、住所、参加者全員の氏名、年齢、学校名/学年、電話番号、
参加希望日、参加者全員の名前、子どもの年齢、住所、電話
E-mailアドレス記入。
問合せ：西宮市立中央公民館
申込先：〒662-8505 西宮市岡田山4-1
〒663-8204 西宮市高松町4-8 夏休みファミリー体験係
神戸女学院大学人間科学部ESD推進室
TEL 0798-67-1567 E-mail vo_chuukou@nishi.or.jp
問合せ TEL＆FAX：0798-51-8591＊http://humangp.kobe-c.ac.jp/university/

