2011年・地球ウォッチングクラブ・にしのみや
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甲子園浜 いきもの観察

②お家の中の「あんぜん」なところは どこ？

ます。エコスタンプもおしてもらいましょう。

募集定員：20 世帯
費用：無料
対象：市内在住の方
調査期間：H23 年 7 月 16 日～ 10 月 31 日
調査方法：事前配布するポケット図鑑をもとに、調査票へ記入。
詳細は説明会で。
＜説明会＞日時：平成 23 年 7 月 9 日 10:00 ～
場所：西宮市役所東館 8 階大ホール
申込み：お電話にて甲子園浜自然環境センター（環境学習推進グループ）
まで （先着順）
TEL 0798-49-6401
申込期間：7 月４日（月）～ 7 月 8 日（金）

夏休み自然学習①

13:00～15:00

13：00～

説明会場 西宮市職員会館3階大ホール
申込・問合先 加西市役所 地域振興部 ふるさと営業課
絆プロジェクト係 Tel 0790－42－8715
furusato@city.kasai.lg.jp

アサクルお話しコンサート

朗読とピアノで夙川のホタルを考えます

おくってください。先生にわたすとおくってもらえ

家の庭にある色々な植物、季節によって訪れる色とりどりの
チョウチョなど、身近にいる生き物や自然環境に関心を持って
みませんか。

７月２日(土)

加西市の農業体験プログラムです。農作業を通して充実した環境学習と
親子の絆をはぐくみます。
体験期間 平成23年8月～平成24年4月 （年間5日程度）
内 容 9種類の野菜の種まき、稲刈り、収穫祭
収穫祭では、米30キロ、各種野菜をお持ち帰りできます。
参加費 親子1組20,000円（4名様まで。小学生未満は無料）定 員 15組
場 所 兵庫県加西市鴨谷町159-40 （オークタウン加西）
主 催 加西市
共 催 西宮市

夙川にホタルを

うらのとれーにんぐをしたら、ＥＷＣじむきょくに

＜我が家の自然をウォッチング！ 市民モニター募集！＞

雨天時：7/3
集 合：甲子園浜自然環境センター
対 象：5歳～小学6年生（保護者同伴）親子で15組（多数の場合抽選）
申込み：電話にて (社)西宮市シルバー人材センターまで
TEL.0798-72-3461
締切：6/28
参加費：無料

説明会：７月２日（土）

なまえ

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

「農の絆プロジェクト」参加募集
かんそう：
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行

環境学習サポートセンター 夏イベント

環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム
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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）
初めての受講者優先、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：往復はがきで下記へ。 7/ 4 (必着)までに、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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入場無料
場 所：夙川公民館
日 時：９月４日(日)10:00～11:30
対 象：一般（小学校3年生以下保護者同伴）200名（先着順）
申込み：アサクル 来栖まで TEL 090-5644-8325
（募集期間8/15～9/3）
共 催：西宮市（西宮市協働事業提案イベント）

夙川の生物調査

日 時：７月２３日(土) 9:30～12:00
集 合：阪急電鉄 甲陽園線「苦楽園口駅」東側 夙川河川敷
対 象：小学生と保護者 40名（多数の場合抽選）参加費：１人 100円
持ち物：筆記用具、水筒、汗ふきタオル、帽子（歩きやすい服、靴）
申込み：ハガキに イベント名、住所、氏名、学校・学年、電話番号を記入
6/27～7/10（必着）
〒662-0934 西宮市西宮浜4-13-4 西宮市貝類館「夙川の生物調査」係
問合せ：西宮市貝類館（担当 大谷）TEL 0798-33-4888

クイズラリーで夏発見！

北山緑化植物園を
たんけんするよ！

マップを見ながら、緑化植物園内をたんけん。ポイントでクイズや
課題にチャレンジ！ 北山の自然をいっぱい楽しもう！
日 時：７月２８日(木)10:00～12:00
集 合：西宮市北山緑化植物園
対 象：家族・グループ 15組（先着順） 参加費：１人 200円
持ち物：筆記用具、水筒、汗ふきタオル、帽子（歩きやすい服、靴）
申込み：6/10
9:00～
西宮市北山緑化植物園
TEL 0798-72-9391

夏休みファミリー体験 仁川生きものたんけん
日 時：①７月２９日(金)または②８月１９日（金）10:10～12:00
集 合：甲山自然学習館（阪神バス「甲山大師前」徒歩10分）
対 象：小学生親子15組（多数の場合抽選）
雨天中止
参加費：無料 （タモアミ貸し出しの場合105円必要）
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：ハガキ又はＥメール（締切：7/19 必着）で下記まで
参加希望日、参加者全員の名前、子どもの年齢、住所、電話
問合せ：西宮市立中央公民館
〒663-8204 西宮市高松町4-8 夏休みファミリー体験係
TEL 0798-67-1567 E-mail vo_chuukou@nishi.or.jp

