
こんな学習しました！
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3・4年生

うら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。

エコスタンプもおしてもらいましょう。

2021年・地球ウォッチングクラブ・にしのみや 2012.6

御前浜ごみウォッチング
　　　浜脇小学校４年生

　5月21日、学校を出発。夙川

から御前浜に行き、ごみを拾

い、どんなごみがどれだけあっ

たか調査しました。

　６月７日、北山貯水池

～甲山山頂～甲山自然環

境センターを歩き、甲山

の成り立ちを学習しまし

た。また、甲山森林公園

展望台から町のようすを

鳥の気持ちになって見ま

した。

「自然を見つけよう！」

お まえ はま

甲山ウォッチング
　生瀬小学校３年生

かぶとやま

しぜん

日　程：９月１５日（土）～１６日（日）　1泊2日
対　象：市内小学３・４年生    定員：40名（多数の場合抽選）

場　所：西宮市甲山自然環境センター

参加費：2,000円（食費・宿泊費など含む）

活動内容：キャンプ場でのテント泊・自然体験・収穫体験・野外炊事等

申込み：ハガキかFAXにて①お名前　②男・女　③小学校・学年　④住所　

　　　　⑤TEL／FAXを記入　　　　締切：8月24日必着

問合せ：西宮市立甲山自然環境センターTEL/FAX　0798-72-0037　

　　　　〒662-0001西宮市甲山町67番地「甲山３０９キャンプ」係 

甲山３０９（みわく）キャンプ 西宮市甲山自然環境センター主催事業

・お前浜の昔、泳げたということや、アサリが水をきれいにしてくれる

こと、昔はいっぱい魚をとっていたことが分かってよかったです。

・みんなでひろったごみは、もやすごみが6.9kg、もやさないごみが

6.1kgもありました。

・今、生きものが「ごみ」のせいでいなくなっていることにびっくりし

ました。

・お前浜へごみひろいに行きました。なので、お前浜をきれいにしま

す！でも、そこだけではなく、全部の浜をきれいにします！

お家の人といっしょに

節電にチャレンジ！
今年の夏は、電気が足らなくなるかも !?!

お家の人といっしょに、節電しましょう！

ニュース ２号
ごう3 4

年生

＜エコスタンプ協力店＞

阪急オアシス　仁川店
（宝塚市仁川北3-7-20-102）

メダカの飼い方教室　　日　時：７月２１日(土)　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　

メダカの学校 2012
環境学習サポートセンター 

夏イベント

日　時：8月12日（日）　10:00～13:30 　雨天決行
場　所：甲山農地（鷲林寺2丁目）
対　象：小学３～４年生とその家族　　参加費：無料

定　員：10組（多数の場合抽選）

申込み：ハガキかＦＡＸに参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番号・

　　　　小学校名・学年・性別を記入 　結果は7月下旬までにご連絡します。

締切：7月13日消印有効

問合せ：神戸女学院大学人間科学部ESD推進室   〒662-8505　西宮市岡田山4-1　　

            TEL/FAX:0798-51-8591（平日9:00～16：30）
       ※本学の学生が企画・運営するプログラムです。

環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム

みんなでワクワク農体験　～8月の旬ってなんだろう～

日　時：８月1日(水)　10:00～15:30　　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：15名（多数の場合抽選）　参加費：無料

申込み：ハガキかＦＡＸに参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番号・

　　　　小学校名・学年・性別を記入  ※1枚につき2名の申込みが可能です。

　　　　結果は後日郵送にてご連絡します。　　締切：7月9日必着

問合せ：神戸女学院大学人間科学部ESD推進室   〒662-8505　西宮市岡田山4-1　　

            TEL/FAX:0798-51-8591（平日9:00～16：30）
       ※本学の学生が企画・運営するプログラムです。

竹でエコっちゃおう！プロジェクト
環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム

竹を使った食器とおもちゃの作成、ワークなど

環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム

お米について学ぼう　in 甲山農地

日　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

コープEARTHくらぶ「わくわく・ドキドキ・まなび隊」企画

環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム

しゃけごう山で　学んで　あそぼう！

日　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

コープEARTHくらぶ「しゃけごう山レンジャーくらぶ」企画

環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム

エコってなあに？　～さわって動いて考えて～

①８月１７日(金)13:30～15:30　今、地球がたいへん（エコカルタ）

②８月２１日(火)10:00～12:00　みんなつながっているよ（クモの巣ゲーム）

③８月２５日(土)13:30～15:30　森はいきている（紙芝居をつくろう）

④８月２９日(水)10:00～12:00　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

ひょうご　くらしの親子塾　in 西宮

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。

イベント情報
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！

・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！

　ばしょは、かんきょうがくしゅうサポートセンター。

「ミニミニすいぞくかん」があるところだよ。

　西宮のたくさんの　魚たちにも会えます！

　みんなで遊びにきてね♪

メダカのかいかた教室（もうしこみ必要・うらをみてね）もあるよ！

メダカの学校 2012 ７月２１日(土)10:00～16:00

３・４年生の　エコカードには　
「エコメッセンジャーかつどう」のコーナーが
　　　　あります。 ここは、おとなの人3人から、メッセージを

もらうコーナーです。

「地球かんきょうを　よくするために

どんなことをしていますか？」って聞いて

メッセージをかいてもらおう！

せつ でん

へやのおんどは２８°に！

風をいれて、すずしくしよう！

原爆展

●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）

●７月２２日(日)
　　①11:30～　②15:00～

場所：ギャラリーフレンテ
（池田町11-1 フレンテ　４F）

場所：大学交流センター大講義室

（北口町1-2 ACTA西宮東館6F）

被爆体験者のお話し

問合せ：西宮市人権平和推進課（ TEL: 0798-35-3473 ）

エコスタンプを押してもらえる
お店がふえました！

エコとれーにんぐ ①

「自然を見つけよう！」

みんなのまわり、自然の中で
　　どんな生きものがいるかな？

月曜日から日曜日まで、いったいどれだけの

生きものにであうか、しらべてみよう！

いぬ、ねこ、うさぎ、インコ　など

ペットはかぞえないワン！

こうえんで

山や海、川にあそびにいったとき

どうろを歩いているときは

車にきをつけてね！

オニヤンマ
　み～つけ！

イトトンボも

み～つけ！

そらにも
み～つけ！

バッタ、オニヤンマ、イトトンボ、ハト、

カニ、カモメ　ぜんぶで６しゅるいだ！

がっこうへいくとき

月　　　日（　　　　　　ようび）から

月　　　日（　　　　　　ようび）までに

②見つけた生きものは、ぜんぶで何しゅるいでしたか？

しゅるい

なん

①見つけた　生きものたち

（阪急西宮北口駅の北西へ徒歩3分）

＊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

クラスでとりくむ「エコメッセンジャー

かつどう」に、いま８クラスが　もうし

こんでいます。

メッセージが

エコスタンプの

かわりになります。

ひろおまえはま

ちょうさ

しゅくがわ

甲山の地層には小さな小石の層

があるのを観察しました。

ちょすいち

さんちょう しぜん　かん

きょう　　　　　　　　ある

な

てんぼうだい

とり　　き　も

しんりん こうえん

むかし

春風小4-4, 4-5
生瀬小3-3
東山台小4-4
今津小3-1, 3-2, 4-1, 4-2

チャレンジ

まってるよ！
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関西学院大学で野外活動を学ぶ学生と一緒に、

1 泊 2 日でわくわく自然体験にチャレンジします。

ま
っ
て

るよ！


