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武庫川に魚を放流！
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約4600人！

EWC事務局に「でんわ」してください！
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1回目は、家の中から外に出るまでの時間をはかったね。
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お家の人と話そう！
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・キャラクターのイラスト
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・特徴、性格など
・あなたの学校、組、名前
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703名。夙川公民館の南側

魚の数は昔より多いのか少ないのかなど、お話し

にある公園から、クイズポイントをまわり、ゴールは甲陽園の大池！

を聞きました。

「歩くのが少し大へんだったけれども、いろいろ西宮のことが学べて楽しか

裏のとれーにんぐをしたら、ＥＷＣ事務局に

ったです」「自然が多くて楽しかった」と感想をもらいました。家族や友達

送ってください。先生に渡すと送ってもらえます。

といっしょに歩けて楽しかったね！

エコスタンプも押してもらいましょう。
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ルール１

保護者の方へ

発行

３つのルール

5・6年生

EWC環境パネル展
6年間アースレンジャーになった
子どもたちを「アースレンジャー
６」として表彰しています。該当の
方は自己申告していただき、確認後
表彰の案内をお送りしています。
ご連絡をお待ちしています。

入場

き り と り せ ん

ルール２

所：西宮市立市民ギャラリー3F
容：福祉ポスター&福祉作文展
障害者作品展
10:00～17:00
オリジナルグッズの展示・販売
（最終日は 16:00まで）
問合せ：健康福祉計画グループ0798-35-3135
＊市民活動カードには、＜2ポイント＞の欄にスタンプ押印します。

場
内

コープファミリーフェスタ
日
場
内

主

ルール３

2月14日（火）～19日（日）

協

入場無料
時：2/26(日) 10:30～14:00
所：ゆとり生活館アミ1～4F（西宮市甲風園1丁目8-1）
容：クイズラリー、バザー、おもちつき、工作コーナーなど
環境学習サポートセンターでもカメやザリガニの
「ふれあいコーナー」をします
催：コープファミリーフェスタ実行委員会
コープ活動サポートセンター西宮（TEL:0798-67-8927）
力：西宮市

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８回こどもサイエンス体験教室

３月７日(水)～１１日(日)
11日は16:00まで
10:00-17:00
場所：西宮市立市民ギャラリー

ＥＷＣ環境パネル展では、子ども
たちが取り組んだ環境、平和、福祉
などの作品や「エコトレード活動」
の発表作品、海外からの作品も出展
されます。ぜひ、お越しください。

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！

イベント情報
無料
第33回
西宮福祉作品展

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
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身近なところから環境に気づき、自然・地球・人が
大好きな子どもになってほしいと願い、「EWCエコカ
ード」ができて13年が経ちました。
当初はわずかだったアースレンジャーも、昨年度は
約4500人、15%の子どもたちがエコスタンプを10
個集めてアースレンジャーになっています。子ども達
をとりまく「学校」、「地域」、「家庭」がつながり
を持って子ども達を支える環境であることを願ってい
ます。これからも、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）」にご協力よろ
しくお願い申し上げます。

お家の人と話そう！
家族でつくる

名前

岡田山キャンパス探検隊2012 Spring

日 時：３/１７(土) 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：25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、学校名、学年、電話、FAX、同伴者の有無と人数
ホームページに申込書がありますので、ダウンロードしFAXください。
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
締 切：2月29日（水）

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

主催：コープこうべ

親子で里山探検「遊んで・学んで・森づくり！」
「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、マキ割り体験、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！
日 時：３/１８(日) 10:20～15:00
場 所：コープの森・社家郷山（西宮市越水社家郷山）
定 員：親子20組 50名（子どもは5歳以上）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：3/7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（学年）、申込み代表者の
〒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 9:00-17:00）
＊詳細は参加者受付後に連絡させていただきます
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 しゃけごう山レンジャーくらぶ主催

しゃけごう山であそぼう
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！
日
集

時：３/４(日) 場 所：コープの森・社家郷山（西宮市越水社家郷山）
合：各さくらやまなみバス停留所
9:00 阪急西宮北口南側
9:20 JRさくら夙川
9:25 阪急夙川南側
解 散：13:00（かぶと山荘13:07発 さくらやまなみバスで下山します）
定 員：親子10組 20名（5歳以上 先着順）
参加費：1人200円（別途バス代必要）
申込み：参加者の氏名、生年月日、住所、電話番号、集合場所を記入し
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

