2011年・地球ウォッチングクラブ・にしのみや
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エコトレード授与式
10月26日、西宮市職員会館

20クラスで社会のために役立つチャレンジ！
クラスを代表して授与式に出席し、クラスみ
んなで考えている活動を大きな声で発表して
くれました。エコトレード基金事務局の西宮
青年会議所理事長さんたちと記念撮影！

1 5-2 … 北夙川小6-2 … 生瀬小6-2 … 鳴尾東小6-

じゅえき

発行

保護者の方へ

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。
ＥＷＣでは、５・６年生がクラスで取り組める活動
として「エコトレード活動」を設定しています。一人
ひとりが取り組んだエコ活動が環境に対する負荷を軽
減するという考えから、（クラス人数×10）個、エコ
スタンプが集まると、西宮青年会議所がエコトレード
基金事務局となり、5000円と「トレード」します。
この5000円を使って、環境、福祉、平和、人権、
国際など、社会に役立つ活動をし、環境パネル展で発
表します。
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北山緑化植物園
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あります。

●星の形のクリスマスリース作り
１２月３日(土)13:00～15:00
講師：藪下 恵子（フラワーデザイナー）
定員：30名（先着順 要申込）
参加費：2000円
＊保護者の付き添い必要
申込み：11/10 9:00より 下記まで。
申込み・問合せ先：北山緑化植物園
TEL：0798-72-9391

●写真をプラス
★クリスマスデコレーション★展
11/19(土)～12/25（日）10:00-12:00

が
へ

思い出の写真やお気に入りのポストカード等
クリスマス風にアレンジ！ みにきてね！
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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神戸女学院大学

日時：12月3日(土)
10:00～16:00
神戸女学院大学正門前で集合解散
場所：神戸女学院大学
参加費：無料
対象：小学３・４年生(保護者見学自由)
内容：植物を使った実験、スタンプラリー、新聞作り
定員：12名（応募者多数の場合、抽選）
申込み：ファックス、ハガキに氏名(ふりがな)、
年齢、学校名、学年、郵便番号、住所、
電話番号を明記の上、下記へ。
締切：11月21日(月)
申込み・問合せ先：〒662-8505 西宮市岡田山4-1
神戸女学院大学人間科学部ESD推進室

TEL&FAX 0795-51-8591
http://humangp.kobe-c.ac.jp/university/

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！
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裏のとれーにんぐをしたら、ＥＷＣ事務局に
送ってください。先生に渡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。

EWC事務局
企画運営 NPO法人こども環境活動支援協会
〒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

今年の申し込みは20クラス。
着れなくなった服を座布団につくり変え、お
年寄りの施設で使ってもらう活動。東日本大
震災があったことから、東北の人々に元気を
もってもらうために何ができるかを考え、メ
ッセージや花の種を贈るクラス。地域の緑を
増やす活動をするクラスなどです。
５・６年生は、社会に目を向け、自分と社
会の関わりを考えていく年代です。このエコ
トレードを活用し、たくさんの発信をしても
らえればと願っています。

施設紹介
甲山自然環境センター
開館：9:00-17:00 休：年末年始
阪急甲陽園駅や阪急仁川駅から
歩いてハイキングも楽しいよ。

環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム
環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム
ひょうごくらしの親子塾
コープEARTHくらぶ わくわく・ドキドキ・まなび隊企画

どんぐりいろいろ大へんし～ん！
日時：１１月２６日(土) 10:00～12:00
場所：甲山森林公園 管理事務所前(甲山町43)
講師：松井 鴻
（草木あそび塾、野と森の遊び文化協会）
定員：40名（先着順）3年生以下は保護者同伴
参加費：無料
申込み：お電話にて下記まで
持ち物：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

西宮市貝類館

貝を使ったクリスマスリース作り
日時：１２月１１日(日)
①午前の部
②午後の部

10:00～12:00
13:30～15:30

場所：貝類館
定員：各部 20名（多数の場合抽選
結果は決定次第通知します）
材料費：1500円（入館料別途必要）
締切：11月25日（金）必着
申込み：ハガキに「クリスマスリース希望」
と書き、
希望時間、〒住所、氏名、年齢、
電話番号を記入し
〒662-0934 西宮市西宮浜4-13-4
西宮市貝類館 まで
問合せ：西宮市貝類館 TEL 0798-33-4888

H23年度

里山と海辺環境に学ぶ子育て支援事業

「わら」を使ってしめ縄作り
親子で力を合わせてお正月に飾るしめ縄を作りませんか

日時：１２月１７日(土) 10:00～12:00
場所：甲山自然環境センター
参加費：無料
対象：親子 15組（多数の場合抽選、しめ縄は1家族1つ）
申込み：電話 または、はがきにて下記へ（締切：12/5）
〒、住所、氏名(保護者･子ども)、子どもの年齢、
学校名・学年、電話･FAX番号記入
＊ご参加いただく皆様には改めてご案内をお送りいたします
申込み・問合せ先：〒662-0862 西宮市青木町2-5
(社)西宮市シルバー人材センター
TEL: 0798-72-3461 FAX: 0798-72-3542

親子里山体験プログラム

甲山であそぼう屋

森の恵みをさがしながら、間伐体験や手入れを楽しく行ないます。
お昼にはあたたかいお汁を用意します。

日時：①１１月２３日(水・祝) 10:15～15:00
②１２月４日(日) 10:15～15:00
場所：甲山自然の家周辺（阪神バス「甲山大師前」徒歩10分）
対象：小学生以上の子どもと保護者 1０組30名程度
参加費：各回500円（保険代、昼食、材料費）
締切：①11月23日…11月15日必着 ②12月4日…11月24日必着
申込み：各締切日までに 郵送もしくはFAX（多数の場合抽選）
「甲山であそぼう屋 係」と明記し、①希望する実施日
②参加者全員の氏名③学年④住所⑤電話・FAX番号 記入
申込み・問合せ：甲山自然環境センター
〒662-0001 兵庫県西宮市甲山町67番地
TEL・FAX：0798－72－0037（電話受付：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。

