2011年・地球ウォッチングクラブ・にしのみや
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保護者用のカードに

みんなにつたえたいエコメッセージ
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

自然や環境を大切にするための学習や活動
市内環境関連施設訪問、学校等での緑化ボランティア
学校、公民館等で催される福祉・人権・平和の学習や講演
社会の課題を学ぶ活動 イベント等
取り組み期間中実行できたら
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洗濯物はまとめて洗う
風呂は続けて入り、追い炊きはしない
使わないコンセントを抜き待機電力を減らす
必要のない照明はこまめに消す
冷蔵庫にものをつめ込みすぎない
冷房は28℃、暖房は20℃
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エコスタンプが枠内に
15個集まったら
エコカードと一緒に担任の先生に
提出してください。

・自然や環境の本を図書館で
借りた時に図書館で押印
・自然・環境等の施設に行ったら

子どもが「アースレンジャー」
になり、保護者も15個達成す
・マイバッグ、リサイクル、
ると、5月に「アースレンジャ
くらしのエコチェックはできていれば、
ーファミリー表彰」をします。
ご自分でサインしてください。

キャラクターのイラスト
きりとりせん

イベント情報
平成22年度

ー地球温暖化と生きとしいけるものー
■基調講演

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（LEAF）

主催：コープこうべ

親子で里山探検「遊んで・学んで・森づくり！」
「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。
ハイキングコース探検や里山整備体験、ゲーム、野外調理等を通じ、
春の里山で楽しい一日を過ごしましょう！
日
場
定

時：３/２０(日) 10:20～15:00
所：コープの森・社家郷山（西宮市越水社家郷山）
員：親子20組 50名（子どもは5歳以上）
参加は公共の交通機関をご利用ください
参加費：大人1000円 子ども500円（野外調理材料費・道具使用料を含む）
申込み：3/4までにFAXまたはe-mailにて ＊多数の場合抽選
参加者全員の氏名・性別・年齢、〒住所、電話、FAX番号記入
FAX:078-856-1700 e-mail(kankyou@kobe.coop.or.jp)
問合せ：コープこうべ 環境推進室 TEL:078-856-2068（月～金10:00-17:00）

エココミュニティ情報掲示板
リニューアルしました！

http://newinfo.leaf.or.jp

第15回

西宮国際交流デー
主催：（財）西宮市国際交流協会

２月１３日(日）10:00～16:00

「生きた動物から地球温暖化を考える」
小学校別にエコカードの活動数が ＊世界一周クイズは10:30～,11:00～,11:30～
近畿大学先端技術総合研究所教授 宮下 実氏
そのほかにも バザーや展示があります
■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！ わかるページができました。
場所：フレンテ西宮4F/5F（JR西宮南側）
日 時：２/２６(土) 13:00～16:30
入場無料
環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム
場所：西宮市役所 東館８Ｆ 大ホール
定 員：120名
コープこうべ第2地区 コープEARTHくらぶ しゃけごうやまレンジャーくらぶ主催
対象：大人 申込み：電話、FAX、または郵送で 電話、氏名記入。
社家郷山（しゃけごうやま）の森であそぼう
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
紙芝居、ハイキングコース散策、森の整備見学、いろんな遊びをして
TEL:0798-35-3479
FAX:0798-35-1096
みよう（エコ工作、「だるまさんがころんだ」など）
春の甲山ではどんな生きものがくらしているかな？ 日 時：３/２６(土) 10:20～14:40 (雨天中止)
受付：2/15～
甲山エコひろば
みんなでみつけましょう！
場 所：西宮市社家郷山キャンプ場
日

キャラクターのとくちょう

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！

環境まちづくりフォーラム

行

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

認定に必要です。裏面に保護者の名前、TEL 等ご記入ください。

保護者用カード

キャラクターのなまえ

発

アースレンジャーファミリー表彰は、１～２年生
のみの取り組みです。子どもたちと一緒にスタン
プを集め、環境への関心を持つ機会にしていただ
ければ幸いです。

2011年 ＥＷＣキャラクターを考えよう！
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時：３/１９(土）早春の昆虫ウォッチング （締切3/7必着）
４/３(日） ４/５（火）春の仁川で生きもの探検 （締切3/21必着）
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 イベント名、参加希望日、参加者全員の氏名、
子どもの学年、〒住所、電話、FAX ＊1回の申し込みにつき6名まで
＊詳細は参加者決定後に連絡させていただきます
問合せ/主催：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）

定 員：親子10組 20名（5歳以上 先着順）
締切：3/10
参加費：1人300円（保険代・工作材料費含む）
申込み：参加者の氏名、年齢、住所、電話番号を記入しFAXしてください
コープ活動サポートセンター西宮
FAX: 0798-67-6650
問合せ：TEL.0798-67-8927
＊詳細は参加者受付後に連絡させていただきます

コープファミリーフェスタ
２/２７(日) 10:30～14:00
場所：ゆとり生活館アミ
（環境学習サポートセンターの建物）

入場無料

ミニミニ水族館では
「いきものふれあいコーナー」をします
ほかにもイベントがあるよ！

問合せ：コープ活動サポートセンター西宮
協 力：西宮市 LEAF

