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新しい仲間も増えたかな？

エコスタンプ10個で

みんなで エコ活動！
アースレンジャー認定！
20個で
チャレンジ続けましょう！
ーめんも
コッケとじ
ね！
活動しよう
いっしょに

ん
みなさ
い
し
新
です
お友達

＜ＥＷＣエコバッジ＞が
もらえるよ！

行こうぜ…

エコとれーにんぐ ②

いきものたちは、すみやすそう？
１回目は、どんないきものが
見つかるか、書いてもらいました。
たくさんのいきものたちが

みんなが見たいきものは、 ２回目は、いきものの
なんと、約５００種類！
み
①見つけたいきもの
②どんな場所に

＜キッズコーナー＞ができたよ！

・こうえんの
・川の中の

とうじょう

地球上に登場したんだって！

たとえば：

しら

そんな貝の「ひみつ」を調べちゃおう！

ここには、食べる草が無いな。

http://www.shellmuseum.jp/shell_db/
環境学習サポート
センターには
ミニミニ水族館があるよ。
遊びに来てね！

室」もあり、紙芝居やスライドでメダカについて
のお話がありました。飼い方教室はもうしこみ制
で来年もある予定です。また、申し込んでね！
ん

そ

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。

エコとれーにんぐ ②

う

ザリガニはいがいと
かたかった。
カメはコウラはかたくて
大きいカメは
あばれていた。

5・6年生

②どんな場所に

スズメにねらわれているのかな。かくれられる
広い草がいっぱいの

小学校

いきもの発見・夏号」にまちがいがありました。

・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。

エコスタンプ協力店

エコスタンプを押してもらえる
お店がふえました！

裏のとれーにんぐをしたら、ＥＷＣ事務局に

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！

き り と り せ ん

②どんな場所に

いましたか？

行

企画運営

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
NPO法人こども環境活動支援協会

★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
選挙啓発・環境美化・エコ合同ポスター展
時：１０月２日（火）～７日（日）
入場料：無料
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

第21回 野外アートフェスティバル in にしのみや ～きぼう～

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）

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、

エコクラフトにチャレンジ！
随時・申込不要

10月6日（土）7日（日）
10:00-15:00

参加費：105円

ドングリや いろんな木の実でバッジをつくります。
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

西宮フラワーキャラバン in 名塩
日

時：１０月２７日（土）２８日（日）10:00～16:00

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）
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）
コープの森・社家郷山イベント

食べて・学んで・楽しく里山プチ体験

★

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。

アート体験広場など3日間の催し
です。
小学生の詩、書と絵のパフォー
マンス、アートフリーマーケッ
ト、コンサートなどもあるよ！

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！

日

竹でエコっちゃおう！プロジェクト

③その場所は、住みやすそうだったかな？
いきものの気持ちになってコメントを書いて

エコスタンプも押してもらいましょう。

日

＊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

①見つけたいきもの

送ってください。先生にわたすと送ってもらえます。

発

ハートマークの種をあつめよう！
日 時：１０月２０日(土) 当日受付：10:00～10:30

組

名前

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

③その場所は、住みやすそうだったかな？
いきものの気持ちになってコメントを書いて

学年

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。

日頃より西宮市の環境学習事業にご協力賜わりありがとうございます。
夏が終わり、子ども達は、また一回り大きく成長されたのではないでしょうか。
「いきもの発見」や「エコとれーにんぐ」では、身近な生き物を発見、観察するこ
とで、自然の不思議さや生き物の命にふれるとともに、子ども達の「五感」―見る、
聞く、触る、におう―といった感覚が育つことを願っています。5.・6年生は、色々
な事に1人でチャレンジすることが多くなり、自立へと向かう時期です。これから、
戸外での活動が気持ちの良い季節、ぜひ、自然の中で、生き物や自然と向き合い、心
も大きく成長していただければと思います。

いましたか？

ところへ行きたいな。

おわび：

保護者の方へ

①見つけたいきもの

草があるところ

③その場所は、住みやすそうだったかな？
いきものの気持ちになってコメントを書いて

おく

てくれました。この日は、「メダカの飼い方教

草むら

・マンションの屋根

貝はなんと、5億5000万年も前に

ダカの学校」が開かれました。368人の人がき

かいてもＯＫ！

・学校へいく道の木のねっこ

き り と り せ ん

かいるいかん

西宮市貝類館のホームページが新しく
なりました。

か

もじ

文字で

たとえば：

「こども貝博士」に
チャレンジしよう！

7月21日、環境学習サポートセンターで、顕

たとえば：

バッタ

え

微鏡でメダカの卵をみたり、クイズができる「メ

ちゅうもく

いる場所に注目！

いましたか？

絵でも
かいはかせ

ところで

生きているよ。
ばしょ

じーめん
で
なかよく す。
してくだ
さい！
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いろんな

食べたり、食べられたりしながら

エコとれーにんぐ①

こんなにたくさんの いきものを
見つけた人もいました。

いきものさがしに

です！
コッケ ！
く
よろし

5・6年生

多い順に…アリ・ダンゴ
ムシ・スズメ・カラス・
ハチ・トンボ・バッタ・
クモ・カ・ハト・アゲハ
チョウ・モンシロチョ
ウ・ガ・アメンボ・カエ
ル・ミミズ・ハエ・カマ
キリ・テントウムシ・ケ
ムシ……

★

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

