2011年・地球ウォッチングクラブ・にしのみや
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「メダカの学校」

メダカの形や目が
わかるのがびっくりした。

＜エコとれーにんぐ ①＞

・かいだんは、ちょっときついけど、火事が
おきたら かいだんが役に立つことが わかり
ました。
・ぼくだと46秒でしたが、弟がいっしょだと
1分16秒かかりました。
・にげるとき、かいだんを使って、公園の方
に にげたらいいんだなと思いました。
・げんかんの はきものを もっときれいにしと
けばよかったです。
・ドアのまわりに 物を おかないように気をつ
ける。
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“食とeco”わくわく探検隊
野外炊飯、甲山に登ったり、植物あそびなど自然環境について
楽しく学びます！

イベント情報

きりとりせん

環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム

日時：１０月１日（土）10:00～15:40 （雨天中止）
場所：西宮市立甲山自然の家・キャンプ場・甲山山頂など
対象：市内在住小学生・中学生の子どもとその保護者（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（火）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：片山
〒662-0001 兵庫県西宮市甲山町67番地
西宮市立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「”食とeco”わくわく探検隊」係
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

昆虫を観察したら、自然にもどすよ！
日時：１０月３０日(日) 10:00～12:00
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
参加費：一人200円
申込み：お電話にて下記まで
（受付 9/20 9:30～）
持ち物：虫あみ、虫かご（観察用）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
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ます。エコスタンプもおしてもらいましょう。

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

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！

秋の昆虫探検隊 in 甲山

小学校

行

＊市民活動カードのダウンロードは http://info.leaf.or.jp から

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EARTHくらぶ
わくわく・ドキドキ・まなび隊企画

水があふれるミゾ

おくってください。先生にわたすとおくってもらえ

西宮市の環境学習事業「地球ウォッチ
ングクラブ・にしのみや（EWC）」に
ご協力いただきありがとうございます。
子どもたちが身近なところから自然や地球環境の保全に取り
組めるように市内全小学生に「エコカード」を配布していま
す。
エコカードにエコスタンプを10個集めると「アースレンジャ
ー認定」をします。学校を通じてEWC事務局までお送りくださ
い。また、児童館でも認定しています。
１・２年生の年代は「家庭」とのつながりが大切です。子ど
もがアースレンジャーになり、保護者の方も「市民活動カー
ド」に15個エコスタンプを集めれば「アースレンジャーファミ
リー認定」というしくみがあります。お子さんのエコカードと
一緒にEWC事務局までお送りください。
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え

・アブラゼミをつかまえようとしたら、ほかのアブラゼミがきて、
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ホームページからダウンロードできます。

・カタツムリがうごいていたからびっくりした。
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ぼくの顔におしっこをしたよ。

万代 西宮山口店（西宮市山口町上山口3-6-32）
関西スーパー セルバ店（神戸市東灘区森南町1-5-1）
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メダカのたまごでも

1・2年生

１・２年生は 約700人の人が
チャレンジしました。

1800

ンプも

防災月間

「災害がおきたら、どうする？」って
考えておきましょう。
9月はこうみんかんのエコクイズも
「もしも…！？」を考えるクイズだよ！
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第20回 野外アートフェスティバルin にしのみや

～つなぐ～

「つなぐ」を表現した作品展示、
日時：１０月８日（土）～１０日（祝）
アート体験広場など3日間の催し
10:00-17:00（10日は15：00まで） です。
場所：六湛寺公園（市役所前）
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！
随時・申込不要
エコクラフト！

10月8日（土）・9日（日）
10:00-15:00 参加費：105円
8日、9日はドングリや いろんな木の実で
バッジをつくります。

エコ・環境美化・選挙啓発
合同ポスター展
１０月４日（火）～９日（日）
10:00-17:00 (最終日 16:00)
場所：西宮市立市民ギャラリー 第3展示室

北山緑化植物園
●親子で楽しむ苔玉づくり
１０月２２日(土)10:00～12:00
講師：井上浩恵（寄せ植えアーティスト）
定員：15組（先着順 要申込）
参加費：1500円
申込み：9/10 9:00より 下記まで。
問合せ・申込先：北山緑化植物園
TEL：0798-72-9391

甲山自然環境センターのホームページもみてね！
http://kabuto.leaf.or.jp 甲山エコひろば情報がわかる！
環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム

コープの森・社家郷山 「遊んで・学んで・森づくり！」
森のハイキング、森林整備体験、野外調理など体験！
日時：１１月６日(日) 10:20～15:00
場所：コープの森・社家郷山（西宮市越水字社家郷山）
参加費：大人1000円 子ども500円（野外調理材料費 道具使用料を含む）
定員：親子20組50名（対象5歳以上、多数の場合抽選）
申込み：１０/２４必着、参加者全員の氏名、性別、年齢・学年、
〒住所、電話、FAX番号を FAXまたはe-mailにて下記へ。
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(月～金：9:00-17:00)
※詳細については、別途参加者にご案内いたします。

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の種
をみんなで集めましょう！採れた種はお持ち帰り
いただきます。皆さんも緑のカーテンづくりにチ
ャレンジしてみてください。
日時：１０月 ２９日（土）10:00-10:30
集合：市役所本庁舎玄関前
問い合わせ：西宮市役所花と緑グループ
0798-35-3682
雨天開催（警報が発令された場合は中止）

●はちみつロウソクを作ろう
11/5（土）10:00-12:00
定員：30名

参加費：1000円

●子ども向け生け花教室
「秋の北山を生けてみよう」
11/23（水・祝）13:00-15:00
定員：15名

参加費：1000円

●秋の自然観察会
11/27（日）10:00-12:00
定員：30名
上記申込み：10/10

参加費：300円

9:00より 先着順

要申込

「甲山３０９（みわく）キャンプ」
日程：１１月１２日（土）～１３日（日）1泊2日
対象：市内小学１・２年生
35名（多数の場合抽選）
参加費：1500円
場所：西宮市立甲山自然環境センター内甲山キャンプ場
内容：自然観察・野外調理など
地域の大学、関西学院大学でキャンプを学ぶ学生
たちと一緒にアースレンジャーをめざします。
申込み・問合せ：10/26必着 ハガキかFAXにて
①参加者氏名②ふりがな③性別④学校学年④住所
⑤TEL/FAXを記入
〒662-0001 西宮市甲山町67番地 西宮市立甲山自
然環境センター「甲山309キャンプ」係
TEL/FAX 0798-72-0037
主催：西宮市立甲山自然環境センター
協力：関西学院大学 甲斐ゼミ

