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エコとれーにんぐ ②

5・6年生

裏のとれーにんぐをしたら、ＥＷＣ事務局に

送ってください。先生にわたすと送ってもらえます。

エコスタンプも押してもらいましょう。

ニュース

2011年・地球ウォッチングクラブ・にしのみや

３号
ごう

2011.9

5 6
年生

「まち」を知ろう！

「まち」を知ろう！

＜エコスタンプ＞押してもらえるお店がふえました

第20回 野外アートフェスティバルin にしのみや

日時：１０月８日（土）～１０日（祝）

　　　　10:00-17:00（10日は15：00まで）

場所：六湛寺公園（市役所前）

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。

随時・申込不要

～つなぐ～
「つなぐ」を表現した作品展示、
アート体験広場など3日間の催し
です。
　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！

保護者の方へ

①家のまわりの　地形は？

車の通る道であぶないところは？

人どおりが少ない道、公園がある？

②学校へ行くまでの道で　危険なところが

　あるかな？

２回目のとれーにんぐ！

　　家のまわりのようすを見よう。

家のあるところは、まわりから高い所にある？

低い所にある？　　雨がふった時、見てみよう。

雨水はどこへ流れているかな？　

大雨になると、危険な所があるかな？

雨がふると

すぐに

水かさがふえる川

水があふれるミゾ

家

家の前から

ミゾに流れて

川に流れている

ガケから

水が流れる

山大きな木

①家のまわりの　地形は？

②学校へ行くまでの道で　危険なところが

　あるかな？

家のまわりのようすを「文字」か「絵」でかいてね

　「家から外に出るのに、どれくらいの時間がかかるかな？」

っていう＜とれーにんぐ①＞は、どうだった？

　「階段はすべりやすいから、ゆっくり歩くことにしよう」と

思った人、あらためて家の中を見て安全確認した人、周りの人

のことを考えた人もいました。

みんなで安全に避難できるようにしたいね！

感想

1回目にチャレンジした人は1850人

5・6年生は約350人が

送ってくれました

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。

コープの森・社家郷山　「遊んで・学んで・森づくり！」

環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム

森のハイキング、森林整備体験、野外調理など体験！

公
園

西宮の川には、いろいろな生きものが住んでいるよ！

　8月20日、あいにくの雨が降った西宮市民祭りでしたが、

大勢の人でにぎわいました。市役所前には、ミニミニ水族館

から出張してきた「円形水そう」が展示され、市内にいる魚

が見られました。西宮市は下水道が整備され、水質がきれい

になっています。私たちも「ポイ捨て」をしないようにし

て、きれいな川や海にしましょう！

いきもの発見　夏

・見たことがないいきものがいるので、これからはいろんな

　生き物をみたいです。

・カタツムリがマンションの「へい」にいたのでびっくり！

・イボニシが一つの岩に何匹もたくさんついていた。

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）

しめ切りは9月30日
提出してね！
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＜エコとれーにんぐ ①＞

西宮では、ナミマイマイ、

クチベニマイマイ、

ニッポンマイマイっていう

なかまがいるよ

提出してくれた人の感想

「いきもの発見シート」をなくしたひとは、

http://ewc.leaf.or.jp　ホームページからダウンロードできます。

泳いだ？

登った？

食べた？

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

●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

北山緑化植物園 ●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　参加費：300円

上記申込み：10/10　9:00より 先着順　要申込

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

秋の昆虫探検隊 in 甲山

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

昆虫を観察したら、自然にもどすよ！

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・中学生は学年）、

　　　　住所、電話、FAX　を明記の上、ハガキかFAXで下記　

　　　　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

“食とeco”わくわく探検隊

環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム

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！

夏
休
みは楽しかった？ ２学期も

エコ活動に
チャレンジしよう！

西宮市民まつり

アースレンジャーは
いま、約1800人！

描いた？

エ
コ

ス
タンプ GET!!

美化ポスターや

エコポスターを

描いたら

いきもの発見

提出したら

エコとれーにんぐ
提出したら

学校の

授業で！

公民館や児童館で
エコクイズを

したら

「いきもの発見」では、

近くにいろんな　いきものが

暮らしていることにびっくりした人も

いました。人間も自然の一部です。

いきもの達と仲良く、

人と人とも仲良く、

環境を考えて…

地球と仲良くできるといいね！

・1人でも1分29秒かかるのだから、多人数が

　いっせいに避難したら、大混雑しそうです。

・とっても階段が急なので、お年寄りとか幼稚

　園の子がとても危ないと思いました。

・今までは、家族で災害のことなど何も考えて

　いなかったけどこれで少し、真剣になれたか

　なと思いました。

9月は防災月間です。「もしも」の時を考えよう！

公民館のエコクイズ　9月のテーマも「防災」だよ。

ぼうさいげっかん

こうみんかん　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　ぼうさい
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　日頃より、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。

　今年は、東日本大震災という大きな災害が起こり、

多くのところで「防災」が取り上げられています。

EWCニュースの紙面にある「エコとれーにんぐ」のテ

ーマも防災を考えるものにしています。ご家族で取り

組んでいただければ幸いです。

　7月28日、学校の先生方

が、学校給食の食材を提供

している伊藤ハム㈱、阪神

友愛食品㈱の見学をする研

修がありました。阪神友愛

食品は、働く意思と能力を

持ちながら就職の機会に恵

まれない重度の障害のある

方々の職場を確保し、自立した生活が営めるよう、促すこ

とを目的として設立され、西宮市の給食によく登場する

「たけのこ」等、水煮・レトルトパックを製造しています。

　「食」の現場を訪ね、安全・安心な持続可能な社会に向

けた企業の社会的責任（CSR）、皆が平等に生きていくた

めにどのような雇用の仕組みをつくるかを学び、給食を通

して、子どもたちにどのように伝えることができるかを考

える研修でした。

■教員研修から・・・

友愛食品の工場見学

5 6年生

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）


