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１回目は、どんないきものが
みつかるか、書いてもらいました。
たくさんのいきものたちが

ここは？

こんな

かんさつも

２回目は、いきものの
ちゅうもく！
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このばしょ
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みなさん ルールは
わかりましたかぁ～？

ろんこになりながらいきもの観
さつ

察。オタマジャクシやホウネンエ

６月2６日に神原小学校、

ビなどをつかまえたよ！田んぼの

「ミニミニすいぞくかん」がある

かんきょうがくしゅう

環境学習サポートセンターは
おおにぎわい！

リーダー

・こうえんの
・川の中の

おちていたし、かくれるばしょが
なさそうだった。

小学校

・クワガタムシ類の写真は「ミヤマクワガタ」です。
・「ヒメジョン」ではなく「ヒメジョオン」です。
まちがいを教えてくれたお友だち、ありがとう！
これから、まちがいのないように気をつけます。
カメさんのこうらが
つるつるだった。
カメさんをもった時、
ちょっとけられた。

エコスタンプ協力店

万代 西宮前浜店（西宮市前浜町1-35）
マルアイ 西宮今津店（西宮市今津出在家町2番8号）

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！

発

場

所：名塩南児童遊園
（名塩1丁目 国道１７６号線名塩東口信号横）

時：１０月２日（火）～７日（日）
10:00～17:00（最終日16:00まで）
場 所：西宮市立市民ギャラリー 第３・４展示室
問合せ：環境学習都市推進課 TEL:0798-35-3821
日

主催：西宮芸術文化協会、西宮市、（公）西宮市文化振興財団

日時：１０月６日（土）～８日（祝）10:00-17:00（8日は15：00まで）
場所：六湛寺公園（市役所前）
「きぼう」を表現した作品展示、

きりとりせん

アート体験広場など3日間の催し
です。
10月6日（土）7日（日）随時・申込不要 小学生の詩、書と絵のパフォー
参加費：105円 マ ン ス 、 ア ー ト フ リ ー マ ー ケ ッ
10:00-15:00
ト、コンサートなどもあるよ！
ドングリや いろんな木の実でバッジをつくります。

エコクラフトにチャレンジ！

コープの森・社家郷山イベント

～秋の旬ってなんだろう～

★

日 時：１１月１８日（日） 10:00～13:30
雨天決行
場 所：甲山農地
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 ふりがな・年齢・
電話番号（自宅、携帯）・小学校名・学年・性別を記入
結果は10月下旬までにご連絡します。
締切：10月12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。

竹でエコっちゃおう！プロジェクト

入場料：無料

第21回 野外アートフェスティバル in にしのみや ～きぼう～

問合せ：西宮市役所花と緑の課 TEL:0798-35-3682
雨天開催（警報が発令された場合は休止）

みんなでわくわく農体験

エコスタンプもおしてもらいましょう。

選挙啓発・環境美化・エコ合同ポスター展

西宮市の花と緑のまちづくりの取り組みや、生物多様性を考える展示、
竹でおもちゃも作ります。塩瀬地域の子どもたち集まれ！
時：１０月２７日（土）２８日（日）10:00～16:00

送ってください。先生にわたすと送ってもらえます。

★印は環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム

時：１０月２０日(土) 当日受付：10:00～10:30

日

うらのとれーにんぐをしたら、ＥＷＣ事務局に

行

５月から元気に成長し、この夏の暑さをやわらげてくれた
緑のカーテンを撤収します。みんなで種まきしたフウセンカ
ズラの種を集めましょう！取れた種はお持ち帰りいただきま
す。皆さんも、来年の夏は緑のカーテンづくりにチャレンジ
してはいかがでしょうか。
集合場所：市役所本庁舎玄関前
問合せ：西宮市役所 花と緑の課 TEL:0798-35-3682
雨天開催（※警報が発令された場合は中止）

③そのばしょは、すみやすそうだったかな？

組

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

＊イベントについては、各主催団体へお問い合わせください
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メダカの学校 2012

いきものたちは、すみやすそう？

文字で

・マンションの屋根

とができないんだということを学

活動しました。

7月21日、環境学習サポートセンター
でのもよおし「メダカの学校」には、
368人の人がきてくれました。けんびき
ょうでメダカのたまごを見たり、ザリガ
ニやカメにさわったり、ユニセフのコー
ナーではパズルキューブを作ったりしま
した。
ザリガニに手をはさまれそうに
なって こわかった。
いちばん大きい カメに水を
とばされて びっくりした。
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という活動をしました。お母さんたちが
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たとえば：

①見つけたいきもの

7月6日、甲山にある農地で、
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してくれました

雨の中でレインコートをきて、ど
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食べたり、食べられたりしながら

みんなが見たいきものは、
やく
なんと、約500しゅるい！

神原小学校３年生

エコとれーにんぐ ②

いきものたちは、すみやすそう？

エコとれーにんぐ①

かんばら

春風小学校３年生

3・4年生

2012.9

2021年・地球ウォッチングクラブ・にしのみや

★

日 時：１１月２４日（土） 12:00～16:00
雨天決行
場 所：神戸女学院大学
竹炭を使っ
対 象：小学4～6年生
参加費：無料
てエコ！
定 員：16名（多数の場合抽選）
持ち物：水筒、筆記用具 ※事前に昼食は済ませてきてください。
申込み：ハガキかＦＡＸに参加者全員の住所・氏名 ふりがな・年齢・
電話番号（自宅、携帯）・小学校名・学年・性別を記入
結果は10月下旬までにご連絡します。※1枚につき2名の申込みが可能
締切：10月12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。

★

食べて・学んで・楽しく里山プチ体験
森をハイキング、除伐体験、野外調理など体験して昔と今の暮らしの
違いや自然と生活のつながりを学習しながら、秋の里山・自然を満喫しよう。

時：１０月２１日(日) 10:15～15:00
場 所：コープの森・社家郷山 社家郷山キャンプ場（西宮市越水字社家郷山）
定 員：親子20組 40名程度（5歳以上 多数の場合抽選）
参加費：大人１人（中学生以上）1,000円
子ども１人500円
（野外調理材料費 道具使用料を含む）
申込み先：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FAX（078-856-1700）か
e-mail（kankyou@kobe.coop.or.jp）で
10月10日（水）必着
※詳細に関しては別途参加者にご案内いたします。
問合せ：生活協同組合コープこうべ 環境推進室
TEL：078-856-2068（月～土 9:00～17:00）
日

コープEARTHくらぶ「わくわく・ドキドキ・まなび隊」企画

秋の昆虫探検隊 in 甲山

★

時：１０月２８日(日) 10:00～12:00 小雨決行
集合場所：甲山森林公園 管理事務所前(西宮市甲山町43)
講師：足立 勲さん（自然体験教育研究所主宰）
定 員：定員40名（申込み順 3年生以下保護者同伴）
参加費：一人200円（保険代など）
申込み：9/18よりお電話にて下記まで。（月～土 9:30～）
持ち物：虫あみ、虫かご（観察用）、水筒、タオル、筆記用具
＊昆虫は観察のみです。
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

