2021年・地球ウォッチングクラブ・にしのみや
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4月のおわりころ「エコカード」が
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作者：塚本 悠暉
（鳴尾北小5年生）
とくちょう：
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アースレンジャーになり、
保護者も 個活動すると
アースレンジャーファミリー
認定をします

エコカードに エコスタンプを１０こ
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「アースレンジャーファミリー表彰式」
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いうんだ。
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おうちの人もいっしょにエコ活動しよう！

2011年度アースレンジャーファミリー
表彰式・2012年度新キャラクター発表を
します。＊アースレンジャーファミリーに
なった人（現在２、３年生）は、学校を
通じて 「案内状」をお送りします。

１年のおわりに、パネル展で発表しよう！
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日 時：5/19(土)
5/19(土) 10:00～11:00
場 所：西宮市役所東館 8階大ホール

てん

＜EWCかんきょうパネル展＞
かん

にしのみや しみん

3/7～11の5日間、西宮市民ギャラリーで
やく

「かんきょうパネル展」がひらかれ、約
1400人の人が見に来てくれました。クラス
べんきょう

はっぴょう

しない

てん

かいがい

で勉強した発表など市内から516点、海外か
こく

てん

さくひん

とど

らは7カ国287点の作品が届きました。11日
にゅうしょうしゃ ひょうしょうしき おこな

には 入賞者の 表彰式が 行われました。

西宮市貝類館（西宮浜4-13-4）

について

保 護 者 の 方 へ

イベント情報

EWCとは、1992年にスタートした『地球ウォッチングクラブ（Earth Watching

『フラワーフェスティバル

Club）事業』の頭文字をとった略称です。1998年からは、子ども達が学校・地域・

問合せ

日時：4/28(土)
4/28(土) 4/29(日)10:00～16:00
参加費：無料（入館料は別途必要）
申込み：当日受付、順次ご案内

in にしのみや』

●貝類標本コレクション作り

各会場で園芸教室があります。（要申込み）
http://www.nishi.or.jp/media/2011/0322-leafletVer.1.pdf

家庭で環境に関する活動をすると「エコカード」に「エコスタンプ」がもらえる環境
学習システムを実施しています。エコスタンプは学校のクラスの先生や地域団体、公

日時：5/３(祝
5/３(祝)10:00～12:00 13:00～16:00
材料費：100円（入館料は別途必要）
申込み：当日受付、順次ご案内

＜市役所前六湛寺公園会場＞

民館、児童館、西宮市内の文具店、量販店に置いています。

問合せ：0798-35-3784

●小さな貝のつかみどり

5/18(金）～20(日）10:00～16:00

「市民活動カード」は大人に向けて配っています。保護者の方も、学校で開かれる

日時：5/3(祝)
5/3(祝)10:00～16:00
参加費：小学生まで50円 中学生以上100円
（入館料は別途必要）
申込み：当日受付、順次ご案内

ガーデンコンペのほか生物多様性パネルや
ＥＷＣ環境パネル展作品の展示もします。

福祉・平和・人権などの講演会で「エコスタンプ」を押印してもらってください。地
域に資金還元できるしくみにもつながっています。

●EWCクイズにチャレンジ

4月後半に小学生用「エコカード」と大人用「市民活動カード」、「エコ活動のてび

5/19(土)11:00～16:00

き」を配布します。くわしくは、「エコ活動のてびき」をご覧ください。

●貝でオリジナルアクセサリー作り

20(日)10:00～16:00

日時：5/4(祝)
5/4(祝) 5/5(祝)

●クラフトにチャレンジ

10:00～12:00 13:00～16:00

20(日) 10:00～16:00（要材料費：105円）
エコスタンプ
おしてもらえるよ！

だいさくせん

わがまちクリーン大作戦
しない

6/3(日) 市内のいろんなところで
「おそうじ」があります。
＊地域・団体によって日程が異なります。
しゃけごうやま

コープの森・社家郷山＆農地

5回シリーズ

たべものから山の恵みを探ろう
農作業やしば刈り、野外調理などで里山の暮らしを
プチ体験し、環境と食べ物について楽しく学びます。

①
②
③
④
⑤

＊入館料：のびのびパスポート、ココロンカード
持参者は入館料無料
◆６月の催し ホームページでご案内します！

5/19(土）20(日）10:00～16:00

初夏のキノコ探検隊 in 甲山
講師：扇 進次郎さん（ムックきのこ主宰）
日 時：6/23(土)
6/23(土) 10:00～12:00
集 合：甲山森林公園 管理事務所前(甲山町43)
定 員：40名（先着順）※小学3年生以下の
子どもは要保護者同伴
参加費：1人200円（保険代など）
持ち物：飲み物、タオル、筆記用具
申込み：5/15よりお電話にて下記まで。
申込先：コープ活動サポートセンター西宮
TEL：0798-67-8927
問合せ：上記申込先へ。

●母の日のフラワーアレンジメント
所：社家郷山（越水字社家郷山1-119）
5/12(土)13:00～14:00
甲山農地（鷲林寺2丁目）
開園30周年記念教室
定 員：先着親子15組 （子どもは小学生対象）
定員：15組（1組3名まで）
参加費：各回大人1000円、子ども500円
小3以下は要保護者
登録費（初回のみ）：大人4000円、子ども2000円
参加費：1000円
（イベント運営のために必要な諸費用）
申込み：4/10 9:00より先着順
申込み：4/17 より
●食する多肉植物
申込先：参加者全員の氏名、性別、年齢(学年)、
申込み代表者の〒住所、TEL＆FAX番号を記入し、 ードラゴンフルーツを育てようー
FAX（078-856-1700）か
6/23(土)13:00～15:00
e-mail（kankyou@kobe.coop.or.jp）でお申し込み
お話し中心、試食はありません。
ください。ご参加いただく皆様には追って詳細案内いたします。 定員：小4以上 30名
参加費：500円（ドラゴンフルーツの苗付き）
問合せ：生活協同組合コープこうべ環境推進室
申込み：５/10 9:00より先着順
TEL: 078-856-2068（月～金 10:00-17;00）
場

問合せ：0798-72-9387

コープＥＡＲＴＨくらぶ わくわく・ドキドキ・まなび隊

5/20(日) 10:20～15:00 田植え 落ち葉たい肥作り
7/14(土) 10:20～15:00 里山ハイキング 森林整備体験
８/26(日) 10:00～15:00 田んぼ・畑作業
北山緑化植物園（北山町1-1）
9/22(土) 10:00～15:00 稲刈り・脱穀体験
下記申込先：電話にて 北山緑化植物園事務所
12/15(土) 10:20～15:00 野外調理 もちつき
TEL.0798-72-9391
＊5回とも参加が基本です。

材料費：500円～ （入館料は別途必要）
申込み：当日受付、順次ご案内

＜北山緑化植物園サテライト会場＞

環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム

TEL:0798-33-4888

●マーメイド号探検隊

・みやたんじゃんけん大会他 19(土)午後
・薬草フェア（キッズイベントあり）20(日)終日

http://www.nishi.or.jp/homepage/kairuikan/

＊5/19・20はシャトルバスがあります

こどもが店主のフリーマーケット
環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム認定

日

「”食とeco”わくわく探検隊」
野外炊事や川の生き物発見を通じて、自然環境について
楽しく学びます。
日 時：5/26（土）
5/26（土）10:00～15:00（雨天中止）
場 所：西宮市立甲山自然の家・キャンプ場・仁川など
対 象：小・中学生の子どもを含む西宮市内在住の家族
定 員：60名（多数の場合抽選）
参加費：無料
申込み：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
5/9（必着）までに下記申込先へ
申込・問合せ：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（担当：片山）
〒662-0001 西宮市甲山町67
TEL/FAX：0798-74-0263
主 催：伊藤ハム株式会社

時：6/10（日）
6/10（日）9:30～15:30
出店費用：無料
場 所：西部総合処理センター
管理棟２Fフロア・広報室
店 主：西宮市内在住の子ども（保護者同伴）
募集店数：25店
（食品、動物不可、応募者多数の場合抽選）
申込み：往復はがきに住所・氏名・
子どもの名前・学年・電話
5/21（当日消印有効）までに下記へ。
申込先：〒662-0934 西宮市西宮浜3-8
西部総合処理センター内
施設操作課
フリーマーケット出店希望係
問合せ：施設操作グループ
TEL：0798-22-6601

環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム認定

象：１世帯に同居している家族、
または大人５人以内のグループ
甲山の見える鷲林寺にある農地で米や野菜づくりを
参加費：毎月5500円（２期に分け事前支払い）
体験しませんか。みんなで一緒に農作業や収穫をします。申込・問合せ：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（担当：久世・中村）
自然を大切にする「農」を学びます。虫や生きもの
〒662-0001 西宮市甲山町67
大すきになりますよ！ 詳細はお電話ください。
TEL/FAX：0798-74-0263
日 程：年間２４回 （４月～３月の日曜日）
主 催：NPO法人こども環境活動支援協会

甲山農業塾ーつくって・たべて・つながってー

場

所：甲山鷲林寺農地

対

