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①どこで見つけた？

②気にいったところはどこ？

①学校
大きな木から落ちていた
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「ごみの学習」平木小学校４年生

きりとりせん

「お店たんけん」高木小学校３年生

草や木は「変身」しだすぞ！

「大池の学習」甲陽園小学校３年生 ３回目は、「秋のおとしもの」を見つけよう！

今、アースレンジャーは ３９１５人
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↑学校のビオトープ「小池」
←大池

②こげ茶色のところがクマみたい
こうえん

①家の近くの公園
きいろ

②赤と黄色のまじったところがきれい

11月1日、3年生144名は大池や学校

エコとれーにんぐ②

内のビオトープ池のかんさつをしまし
た。甲陽園エココミュニティ会議の方々

よくかんさつしたね！

が前の日に入れたしかけ（もんどり）を
10月31日・11月2日・6日、３年生195名は

10月3日、４年生76名はごみの学習を

きたぐちしょくさいかん

コープこうべ北口食彩館で かんきょうにやさ
と

く

ふ

さんからごみのお話を聞き、ごみが増えた

ふだんは入れないお店のうらがわに行って、
お店の人のしごとを見てきました。

ナガエビ、ブルーギルなどをかんさつす
ることができました

こま

ら困ることや、どうすればごみがへらせる
か話しあいました。ごみ出しする時に気を
つけることをお家の人と考えたいですね。

いきものはっけん
モンシロチョウ（802人）
カタツムリ（437人）
ヒメジョン（403人）
クワガタムシ類（280人）
キイトトンボ（262人）
ホタル（240人）
ヘビ（215人）
カワニナ（205人）
ヌートリア（152人）

びっくりしたこと

みんなで取り組んでくれたクラスもありました
12月にくばる「冬のいきものはっけん」にも
チャレンジしてね！

プールで
ヤゴさん
！
なってね
トンボに

しい取り組みを見つけにいきました。

しました。ごみの回収をする会社リリーフ

子どもたちがひきあげ、モクズガニ、テ

ほうこく
ありがとう！

小学校
し

・カタツムリがさかさまになってもおちなかった（用海小）

アサヒビール西宮工場が閉まる

・あいさつロードでカタツムリがいっぱいいたからびっくりした（浜脇小）
・モンシロチョウはよくみると点がついているとびっくりした（東山台）

池から、11月5日、広田小学校

・キイトトンボがプールにいたこと（段上）

ほう

流しました。「かわいい」「キモ
チワルーイ」と言いながら大きく

・甲山でヘビが生きたままのトカゲを食べていた（甲東小）

・上ヶ原山手町で、家の近くにホタルがいたこと。初めて見た（上ヶ原南小） 育ったヤゴを放しました。来年の
コウロエンカワヒバリガイ（87人）
夏が楽しみですね！
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秋のおとしもの
か

おちていたものの絵を

いっぱい描いてね

３・４年生

名前

りゅう

・大池にヌートリアがいるとは思わなかった。じっとしていた。（甲陽園小）

3・4年生

組

のプールにギンヤンマのヤゴを放

・夙川にカワニナが思ったよりいっぱいいた（北夙小）

エコとれーにんぐ③

学年

ので、工場の中にあるビオトープ

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。

発

保護者の方へ

行

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。エコカ
ードシステムは、子ども達が身近な自然、環境に気づき、様々な人との関わりの中
で自主的な活動を行うきっかけとなること、無理なく子どもたちが楽しんで長く続
企画運営

けられるエコ活動であることを願っています。

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

3・4年生は、クラス全員がアースレンジャーをめざす「エコメッセンジャー活

①どこで見つけた？ ②気にいったところはどこ？

動」に37クラスが参加し、とても楽しそうに、力を入れて行われているように思い
ます。現在、エコスタンプが10個集まったアースレンジャーは3915名。その内、
3・4年生は1860名です。
エコカードシステムでは、市内量販店、文具店にもご協力いただき、エコスタン
プをお渡しして

エコスタンプ協力店
パル・ヤマト

エコスタンプを押してもらえる
お店がふえました！

西宮店（西宮市若山町11-17）

（さとみちゃん）の押印をして頂いています。お店の中で、

イベント情報
以外のスタンプを押されているお店がございましたら、お知らせいただければ

幸いです。ＥＷＣ事務局からお店にエコスタンプ

わ が まちク リ ーン大作戦

をお届けしたいと考えてい

おしゃれな壁掛けタイプのクリスマスアレンジメント
師：藪下恵子 フラワーデザイナー
員：30名
参加費：2,000円
申込み：電話にて 北山緑化植物園事務所
TEL.0798-72-9391
11/10（土）9:00より先着順
講
定

西宮市貝類館（西宮浜4-13-4）
●貝で作ろう！オリジナルカタツムリ作り
自分だけのカタツムリを作ろう！
日 時：１２月９日(日) 16日（日） 10:00～16:00
場 所：西宮市貝類館 学習室
材料費：100円（入館料は別途必要） 申込み：当日受付

●貝類館に“みやたん”がやってくる！

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

●きらきら☆パールカラーで
オリジナル・クリスマスの壁飾り
日 時：１２月8日(土) 13:00～15:00

イベント情報

北山緑化植物園（北山町1-1）

＊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

ます。よろしくお願いいたします。

西宮市観光キャラクター“みやたんが”
＜みやたん人形劇＞ 各回 定員 60名
貝類館を訪れます。みんな来てね！
①午前の部 11:00～11:30
日 時：１２月23日(日)
場 所：西宮市貝類館
参加費：無料（入館料は別途必要）

だい さく せん

②午後の部 14:00～14:30
＜貝類館特別企画＞各回 定員 20名
③13:00～13:45 オウムガイ観察会
④15:00～15:45 貝類館特別案内

申込み：往復ハガキに「みやたん人形劇・貝類館特別企画」、
〒住所、氏名、年齢、TEL、希望の時間（複数可）を明記
西宮市貝類館（〒662-0934 西宮市西宮浜4-13-4）
締 切：12/10（月）必着 問合せ：TEL 0798-33-4888

■＜小さな貝のつかみどり＞当日 随時受付
参加費：小学生まで50円、中学生以上100円
＊貝類館入館料：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

市内のいろいろなところで

12月9日（日） 「おそうじ」があります。
さんか

！ ＊地域・団体によって日程が異なります

参加しよう

自治会などにお聞きください。

ひょうごくらしの親子塾

お 米の 一生 ～しめ縄作り編～

環境学習都市にしのみや・
パートナーシッププログラム

お米はどうやってできるのかな？ 甲山の農地でしっかり学んで、
稲わらを使ってしめ縄を作っちゃおう！

日

時：１２月９日(日) 10:15～14:00

場

所：甲山農地
＊当日10:00に 阪急・阪神バス「甲山墓園前」バス停で
スタッフがお待ちしています。
定 員：小学生とその保護者 20組 （申込順）
参加費：1,500円（しめ縄材料費1,000円
農地活動体験料500円）
持ち物：お弁当
申込み先：生活協同組合コープこうべ コープ活動サポートセンター西宮
TEL：0798-67-8927 FAX：0798-67-6650（月～土 9:30～16:30）
主 催：コープEARTHくらぶ「農とくらし・環境をつなぐサポーターズ」

甲山自然環境センター（甲山町67番地）
●甲山エコひろば お正月のしめ縄作りに挑戦！
日 時：１２月２２日(土) 10:00～11:30
締切：12/6（木）必着
甲山産の稲わらを使ったしめ縄作りでコメ文化に触れましょう
集合場所：甲山自然の家前
材料費：1,050円
定 員：20名程度（多数の場合は抽選、結果は締切日以降ご連絡します）
＊お申し込みは1グループ6名様まで
申込み：ハガキ又はFAX にプログラム名、参加日、参加者全員の氏名、
年齢、郵便番号、住所、電話番号、ＦＡＸ有無及び番号を明記
西宮市立甲山自然環境センター（〒662-0001西宮市甲山町67番地）
問合せ：甲山自然の家 TEL･FAX 0798-72-0037

