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期間：2月～3月
場所：フレンテ西宮（JR西宮南出口スグ）
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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（LEAF）

保護者の方へ
地域の大人と子ども達がつながりを持てること

2011年 ＥＷＣキャラクターを考えよう！

を目的に３～4年生のエコカードには「エコ・メ
ッセンジャー活動」を入れています。ご近所の方

行

や保護者の方々、たくさんの大人の目で子ども達
みんなにつたえたいエコメッセージ

を見守っていただけることを願っています。
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

また、クラスで取り組む活動に参加した作品はEWC環境パネル展でも展示しま

親子で里山探検「遊んで・学んで・森づくり！」

す。3月２日（水）～6日（日）の環境パネル展でぜひご覧ください。

「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！

エコカードの使用期間は3月31日です。学校を通してEWC事務局にお送りく
ださい。アースレンジャー認定はEWC事務局のほか、児童館でも行っていま
す。また、平木小学校、名塩
小学校（写真）ではPTAのご

第15回

協力により認定を行っていま

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

す。認定についてのお問い合

＊世界一周クイズは10:30～,11:00～,11:30～
わせはEWC事務局までお願い
そのほかにも バザーや展示があります
いたします。
場所：フレンテ西宮4F/5F（JR西宮南側）

平成22年度

環境まちづくりフォーラム

ー地球温暖化と生きとしいけるものー
■基調講演

イベント
情報

「生きた動物から地球温暖化を考える」
近畿大学先端技術総合研究所教授 宮下 実氏
■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！

日 時：２/２６(土) 13:00～16:30
入場無料
場所：西宮市役所 東館８Ｆ 大ホール
定 員：120名
対象：大人 申込み：電話、FAX、または郵送で 電話、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:0798-35-3479
FAX:0798-35-1096

甲山エコひろば

春の甲山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

キャラクターのなまえ

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！

きりとりせん

キャラクターのイラスト

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）

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

主催：コープこうべ

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）
環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム

第6回こどもサイエンス体験教室 身近なものを使って水を浄化してみよう
近くの川に行ったことがありますか？おそらく汚いと思うでしょう。
その汚れの原因は家庭から流す排水です。炭などの身近なものを使って
家庭排水をきれいにしてみましょう。
日 時：３/２１(月) 10:00～12:00 場所：神戸女学院大学
対 象：西宮市内の小学校 ４～６年生の男女
定 員：20名（多数の場合抽選 原則保護者同伴）
参加費：無料
申込み：FAXまたはメール FAX:0798-51-8560
e-mail taiken@mail.kobe-c.ac.jp
〒住所、氏名（保護者、子ども）、年齢、人数、学校、学年、電話、FAX
問合せ：神戸女学院大学人間科学部事務室 TEL:0798-51-8553（平日9:00～16：30）
詳細：ホ－ムページ http://www.kobe-c.ac.jp/courses/human/bio/index.php
環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム
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

社家郷山（しゃけごうやま）の森であそぼう
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
みよう（エコ工作、「だるまさんがころんだ」など）
日 時：３/２６(土) 10:20～14:40 (雨天中止)
受付：2/15～
場 所：西宮市社家郷山キャンプ場
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

