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エコとれーにんぐ ②

3・4年生

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。

発　　行　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

イベント情報

ハートマークの種を集めよう！
  ～緑のカーテン～

　夏の間、暑さから守ってくれた
緑のカーテンを撤収します。たく
さん実ったフウセンカズラ、アサ
ガオの種を採ります。採れた種は
お持ち帰りいただきます。来年の
緑のカーテンづくりに使ってくだ

さい。（雨天時は、翌日に順延）

日　時：１０月３０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）

解　散：甲山農地（甲山墓園横）

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：10/18までに　はがきにて下記へ（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

甲山のみわくを探検しよう

環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム

環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム

秋の昆虫探検隊　in　甲山
甲山でどんな虫が見つけられるかな？

日　時：10/30(土) 10/30(土) 10:00～12:00　　参加費：一人200円
講　師：足立　勲（自然体験教育研究所主宰）
会　場：甲山森林公園　管理事務所前(甲山町43)
定　員：４０名（先着順）3年生以下は保護者同伴
申込み：9/21よりお電話にて下記まで。（月～土　9:30～）
持ち物：虫あみ、虫かご（観察用）、お茶、タオル、筆記用具
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

たのしくまなぼう！　たのしくつくろう！

小学生はエコカード、
大人は市民活動カードを持って
ご参加ください！

H22年度　里山と海辺に学ぶ子育て支援事業

甲山の自然や歴史を探検！　農地では芋掘り体験をします

第3回

日　時：１１月７日(日)　10:20～15:00

場　所：コープの森・社家郷山（西宮市越水社家郷山）

参加費：大人1000円　　子ども500円（野外調理材料費　道具使用料）

定　員：親子20組50名（対象5歳以上、多数の場合抽選）　

申込み：１０/2５までに、FAXまたはe-mailにて下記へ。

　　　　参加者全員の氏名、性別、、年齢、〒住所、電話番号を記入

申込先：生活協同組合コープこうべ環境推進室 

　　　　FAX：078-856-1700　　 e-mail: kankyou@kobe.coop.or.jp

問合せ：TEL: 078-856-2068(平日：8:00-17:00)

　　　　　※詳細については、別途参加者にご案内いたします。

遊んで・学んで・森づくり！

日　時：１０月２日（土）9:00～14:00 （雨天中止）

場　所：甲山農地（鷲林寺2丁目）、西宮市立甲山自然の家・キャンプ場など

対　象：小学生・中学生の子ども含む市内在住の家族（家族限定）

定　員：６０名（多数の場合抽選）参加費：無料

申込み：9月20日（月）必着　名前（代表者）、参加者内訳（小学生・中学生は

            学年）、住所、電話、FAX　を明記の上、ハガキかFAXで下記お申込み先まで

申込・運営：NPO法人こども環境活動支援協会　担当：久世・片山

　　　　〒662-0001　兵庫県西宮市甲山町67番地   甲山自然環境センター内　

　　　　NPO法人こども環境活動支援協会　TEL・FAX：0798－74－0263　

　　※詳細については、別途参加者にご案内いたします。

主　催：伊藤ハム株式会社

“食とeco”わくわく探検隊

環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム

甲山農地でできた野菜を使ってエコロジカルな野外炊飯！

環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム 森のハイキング、除伐体験、野外

調理はみそ汁作り、そして、木の

実で工作にチャレンジしよう！

「木」でできているものをかいてね。

家の中で一番古い「木」があったかな？

家の中の「木」をさがそう

家の中の「木」をさがそう

地球となかよくできる「くらし」

２回めは

昔から人は石や木、土、水といった

自然のものを利用して　くらしてきました。

つめたい感じがする？

あたたかい感じがする？

においがする？

見つけた？

それは「木」かな？

木の「もよう」をつけたものも

あるよ。

よーく見てみよう！

親子で楽しむ苔玉づくり
親子で２つ、

まぁるい苔玉をつくりましょう。

日　時：１０月２３日(土) 

10:00～12:00　　

参加費：1500円

講　師：井上浩恵

　　　（寄せ植えアーティスト）

会　場：北山緑化植物園

定　員：15組（先着順）

申込み：9/10　9:00より

お電話にて下記まで。

持ち物：お茶、タオル、筆記用具

問合せ・申込先：北山緑化植物園

　　　　TEL：0798-72-9391

浜脇小 3-4     4-1, 2, 3, 4, 5

夙川小 3-1, 2, 3, 4, 5      4-1, 2, 3, 4

北夙川小 4-3

安井小 4-1, 2, 3, 4

神原小 3-1, 2, 3

段上西小 4-1, 2

瓦林小 4-4

上甲子園小 4-2

北六甲台小 3-1, 2, 3

生瀬小 4-1, 2, 3

大人から聞いたエコメッセージや

かんきょうの勉強をして考えたこと

自分たちにできることを

もぞう紙にまとめよう！

みんなでつくろう
ま
だ
　
あついけれど・・・

夕方になると

耳をすませて、聞いてみて

秋の虫の声が

聞こえてきませんか？

エコとれーにんぐ①

どんなところがすずしい？

みんなからのほうこく

家の中

家の外

エネルギーを使わないで

すずしくするくふうは？

① 家の中の「木」をさがそう！

② 「木」でできたものはどんな感じ？

自然の中で生きてきた「木」で

作られたものたち…大切に使おうね！

平木小学校　
　みどりのカーテン ・公園は日かげがいっぱいあるし、

　日かげにいたら風がよく通る。

「こわい話をする」っていう

のもあったよ！

・「すだれ」を下げて日の光をおさえる。

・うちわであおぐ。

・うすぎのふくをきる。

保冷剤をタオルでまいて
冷たくする絵を
かいてくれました

　8月4日、夏休みだったので、たくさん

の参加がありました。ニイニイゼミがに

ぎやかに鳴くなか、甲山自然の家から広

河原へ向かいました。 川あそびがはじめ

てという人もいましたが、みんないろい

ろな生きものをつかまえました。

ヨシノボリ、ドンコ、カワムツ、サワガ

ニ、テナガエビ、コヤマトンボやコオニ

ヤンマのヤゴ、カワゲラ、トビケラの幼

虫、ガガンボ、アメンボ、カワニナ､ク

モ、ハグロトンボなど、かんさつのあと

は、川へもどしたよ！ 

甲山自然環境センターの「エコひろば」

「エコひろば」は甲山のまわりの自然を

紹介するイベントです。

くわしくは　http://kabuto.leaf.or.jp　

を　ごらんください

・家の窓を一カ所開けても、風がぬけるための窓を開け

　ないとすずしくありません。

・まどを開けて、虫が入らないように、あみどをすれば

　空気が通るのですずしい。

・「ろうか」が一番風が通る

夏の仁川の生きもの探検

第19回 野外アートフェスティバルin にしのみや
日時：１０月９日（土）～１１日（祝）
　　　　10:00-17:00（11日は15：00まで）

場所：六湛寺公園（市役所前）

エコクラフト！

10月9日（土）・10日（日）
　10:00-15:00 参加費：105円

9日、10日はドングリや　いろんな木の実でバッジをつくります。
ドングリごまも作ってあそぼう！

随時・申込不要

～あそぶ～
「あそぶ」を表現した作品
展示、アート体験広場など
3日間の催しです。
　小学生の詩、書と絵のパ
フォーマンス、アートフリ
ーマーケット、コンサート
などもあるよ！

日時：１０月９日（土）
　　　　10:30-11:00  

当日受付10:00-10:30　

集合：市役所前玄関前

問い合わせ： 0798-35-3682

西宮市役所花と緑グループ 

さんか
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がわら　　む

かぶとやま　しぜん　かんきょう

なつ　　　にがわ　　　　い　　　　　　　　たんけん

　ちいきの人たちが話し合う「平木

エココミュニティ会議」では、平木

小学校の児童会の人たちといっしょ

にゴーヤやリュウキュウアサガオの

苗を植え、校舎に緑のカーテンをつ

くりました。夏休みの間も先生や中

学校のお兄さんと水やりをして、すずしそうな「みどりのカーテン」にな

りました。りっぱなゴーヤがたくさん実り、8月24日、ゴーヤをしゅうか

くして、カレーを作りました。ちょっぴりにがかったね。

じどうかい

なえ　　う　　　　こうしゃ　 みどり

にい

みの

いきものはっけんシート
9月30日までに
ていしゅつしてね！

まど

ほれいざい

環境学習都市にしのみや・
パートナーシッププログラム

どこから来たの？野菜たち♪　～みんなで〝食″を考えよう～

食と自然環境を

たのしく学びます！

日　時：11月6日(土)　雨天延期11/20

場　所：甲山農地（鷲林寺2丁目）　 　   参加費：無料

対　象：西宮在住の小学4～6年生と保護者　　定員：６組程度(多数の場合抽選)

問合せ：神戸女学院大学人間科学部ESD推進室

　　　　TEL＆FAX：0798-51-8591

＊申込詳細は  http://humangp.kobe-c.ac.jp/university/

申込：10/13(必着)までに、

　　　往復はがき、またはFAXで


