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平木小学校１年生

6月8日、平木小学校1年生は、広田の森たんけん
ちず

に行きました。ほごしゃの人といっしょに、地図とし
ゃしんをヒントに森の中のひみつをさがしました。
タヌキやカッパが道あんな

７月２１日(土)10:00～16:00
・いきものふれあいコーナー
・すいぞくかんクイズなど おたのしみがもりだくさん！
「ミニミニすいぞくかん」があるところだよ。

つのことばは、「☆☆☆☆
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環境学習サポートセンター
夏イベント

メダカの学校 2012

きりとりせん

計3回
①11:00～ ②13:00～ ③14:30～
対 象：市内小学生（小学3年生以下は保護者同伴）
初めての受講者優先、1家族に付き1枚でお申し込みください。
定 員：各回50名（定員を超えた場合は、抽選）
参加費：無料（受講された方には1家族10匹メダカをお渡しします）
申込み：往復はがきで下記へ。 7/ 4 (必着)までに、代表者の住所・
氏名・学校名と学年・受講者人数(大人・子どもの人数内訳)・
第1･第2希望時間・昼間の連絡先電話番号を記入。
申込先：環境学習サポートセンター「メダカの飼い方教室」係
〒662-0832 西宮市甲風園1-8-1 ゆとり生活館アミ1F
問合せ：環境学習サポートセンター TEL.0798-67-4520

平和について

学びませんか？

市民活動カードの欄③福祉・人権・平和など
社会の様々な課題を学ぶ」の欄に押印
問合せ：西宮市人権平和推進課
(TEL: 0798-35-3473)

げんばくてん

●７月１８日(水)～２３日（月）
10:00～18:00（18日は11:00から、23日は15:00まで）

場所：ギャラリーフレンテ（池田町11-1 フレンテ ４F）
・被爆現物資料20点（広島平和記念資料館より）
・第五福竜丸被爆資料約30点（（公財）第五福竜丸平和協会より）
・企画展「平和市長会議加盟都市5,000突破記念ポスター展」
・折り鶴コーナー

②みつけたいきものは、ぜんぶで何しゅるいでしたか？ ●７月２２日(日)①11:30～

②15:00～

被爆体験者のお話し
場所：大学交流センター

ます。エコスタンプもおしてもらいましょう。

エコカード認定はＥＷＣ事務局、
児童館で行っています。小学校で
は、子ども達と顔が見える関係を持
とうと、名塩小学校と平木小学校の
PTAが認定をしています。（アース
レンジャーファミリー認定はＥＷＣ
事務局のみで行っています）
平木小PTAでは認定作業について
説明を聞く会をもちました。
環境学習支援やエコカード認定については環境学習サポートセンタ―まで
お問い合わせください。
環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム

阪急西宮北口駅
北西出口から
徒歩3分

メダカの飼い方教室
日 時：７月２１日(土)

しゅるい

おくってください。先生にわたすとおくってもらえ

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

イベント情報
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行

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！
＊イベントについては、各主催団体へお問い合わせください

原爆展

くみ

なまえ

仁川店（宝塚市仁川北3-7-20-102）

日頃より西宮市の環境学習事業にご協力
いただきありがとうございます。4月後半
に子ども達に「エコカード」をお配りしま
した。子ども達のカードを一度ご覧になっ
てください。学校の授業で先生にエコスタンプを押してもらっているこ
とと思います。お家で環境のイベントや施設に行かれる時にも押しても
らってください。1年間、ゆっくり楽しみながら10個（アースレンジャ
ー認定）、20個（バッジプレゼント）にチャレンジしていただければと
思います。保護者の方も市民活動カードをお持ちくださいネ！
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大講義室（北口町1-2 ACTA西宮東館6F）

コープEARTHくらぶ「わくわく・ドキドキ・まなび隊」企画

お米について学ぼう in 甲山農地
時：７月２５日(水) 10:00～12:00 小雨決行
集合場所：甲山墓園前 バス停(阪神バス・阪急バス)
定 員：年長以上小学生 定員30名（先着順）
参加費：500円（収穫体験含）
申込み：6/19よりお電話にて下記まで。（月～土 9:30～）
持ち物：帽子、水筒、タオル、軍手、サンダル、足ふきタオル、筆記用具
問合せ・申込先：コープ活動サポートセンター西宮 TEL：0798-67-8927
日

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「しゃけごう山レンジャーくらぶ」企画

しゃけごう山で 学んで あそぼう！
時：７月２５日(水) 9:00～12:50
集合場所：各さくらやまなみバス停留所(阪急西宮北口、夙川、JRさくら夙川)
定 員：親子10組（3歳以上 先着順） 参加費：大人200円 子ども100円
申込み：6/19よりお電話にて下記まで。（月～土 9:30～）
持ち物：おにぎり、水筒、帽子、タオル、軍手、レジャーシート等
問合せ・申込先：コープ活動サポートセンター西宮 TEL：0798-67-8927
日

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

in 西宮

エコってなあに？ ～さわって動いて考えて～
4回コース。親子で体験をしながら楽しく環境、食、
くらしを学びます。

①８月１７日(金)13:30～15:30
②８月２１日(火)10:00～12:00
③８月２５日(土)13:30～15:30
④８月２９日(水)10:00～12:00

今、地球がたいへん（エコカルタ）
みんなつながっているよ（クモの巣ゲーム）
森はいきている（紙芝居をつくろう）
お米の一生（生きもの観察、収穫体験）
場 所：コープ北口食彩館組合員集会室、コープカルチャー西宮、甲山農地
対 象：5歳～小学生と保護者
定員：親子15組（先着順）
参加費：親子1組 500円（収穫体験含）
申込み：7/17よりお電話にて下記まで。（月～土 9:30～）
問合せ・申込先：コープ活動サポートセンター西宮 TEL：0798-67-8927

