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10月24日、名古屋の会場で「生物多様性交流フェア」が開かれ、人と自然の博物館
を紹介しました。甲山、社家郷山では、兵庫県版レッドデータブック2010でAランクに
なっている植物が見つかったりしています。都市近郊でありながら自然がいっぱいの
「甲山グリーンエリア」
！ ぜひ遊びにいってくださいね！
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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

H22年度 里山と海辺に学ぶ子育て支援事業
第４回
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森の中には落ち葉や木の実など自然の宝ものがいっぱい！
日 時：１２月１９日(日) 10:00～12:00
場 所：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：12/6 必着（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
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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
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秋の草木遊び

きれいな葉っぱや木を使って、みんなで楽しく遊びませんか？

日 時：11/27(土)
11/27(土) 10:00～12:00
参加費：一人200円
講 師：松井 鴻（草木あそび塾 野と森の遊び文化協会）
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：お電話にて下記まで。（月～土 9:30～）
持ち物：水筒、タオル、筆記用具
申込・問合せ：コープ活動サポートセンター西宮
TEL：0798-67-8927

親子で作るクリスマスカードとナチュラルリース
カードとリースを組み合わせたオリジナルリースを作ります
日 時：１１月２７日(土) 10:00～12:00
講師：野口幸子（北山緑化植物園）会場：北山緑化植物園
定員：15組（先着順） 参加費：2000円

片山先生と紅葉の北山を歩こう！
この木の名前は？なぜ紅葉するの？ 楽しく北山を歩きましょう。
日 時：１１月２８日(日) 10:00～12:00
講師：片山雅男（夙川学院短期大学） 会場：北山緑化植物園
定員：小学3年生以下は保護者同伴30名（先着順）参加費：300円

日 時：１２月１１日(土) 10:00～13:00
申込・問合せ：北山緑化植物園 TEL：0798-72-9391
場 所：甲子園浜自然環境センター
定 員：市内在住在勤の小学生を含む家族 10組（先着順）
申込み：１1/1５～12/10までに お電話ください
甲子園浜の鳥写真展
申込・問合せ：環境学習推進グループ TEL: 0798-49-6401
甲子園浜は阪神間に残る貴重な自然の浜で、国の
特別鳥獣保護区にもなっています。ここにやってき
日 時：１２月２３日(木・祝) 10:00～15:00
た渡り鳥たちの写真です。
場 所：甲山自然の家周辺（阪神バス「甲山大師前」徒歩10分）
日時：１１月２０日（土）～２８日（日）
対 象：小学生以上の子どもと保護者 1０組30名程度
参加費：500円（保険代、昼食、材料費）
9:00-17:00
（月曜休館）
申込み：12/8までに 郵送もしくはＦＡＸ（多数の場合抽選）
場所：西宮市立甲子園浜自然環境センター
〒、住所、氏名(保護者･子ども)、ふりがな、年齢、
1階 （西宮市枝川町19-10）
電話･FAX番号記入
主催：NPO法人海浜の自然環境を守る会
申込・問合せ：甲山自然環境センター
後援：西宮市、西宮自然保護協会
〒662-0001 兵庫県西宮市甲山町67番地
TEL・FAX：0798－72－0037
協賛：浜甲子園エココミュニティ会議
※詳細については、別途参加者にご案内いたします。
NPO法人こども環境活動支援協会

