
2021年・地球ウォッチングクラブ・にしのみや

き 

り 

と 

り 

せ 

ん

つながってるよ！

E　Earth は アース「地球」
W　Watching は ウォッチング「見る」
C　Club は クラブ「なかま」

EWCはEもWもCも英語の頭文字なのです。
それぞれの英語の意味は・・・・・

つまりEWCは 地球をよ～く観察する仲間たちってこと。

『2021年・地球ウォッチングクラブにしのみや』とい

うのは、2021年をめざして 地球の環境を大切にする

西宮のこどもたちということだよ。

EWCはこんな気持ちから
生まれました！

人間が快適で便利なくらしをするようになり、多くの

生きものたちに、よくない影響を与えてきました。

　今、私たち、一人ひとりが自分たちのくらしや町の

ことを考えて、地球の環境を守ることが大切

です。まずは、自分のまわりをウォッチングする

ことからはじめよう！

産卵

上陸（４月）

　　幼虫
（７月～翌４月）

西宮でもホタルが見られます

「外来生物って』知ってる？！

＜６月上旬～中旬頃＞
　南部地域
　　（夙川、仁川など）
＜６月中旬頃～下旬頃＞
　北部地域
（有馬川、船坂川など）
  ※ただし、その年の
     天候等により、多少
     時期が前後します。

最近西宮でもよく目撃される

ヌートリアです

　日本には生息していない動植物を、人間が持ちこ

んだため、その地域の生きものや植物、人間に被害

をもたらす生きもののことです。アライグマやブル

ーギル、ウシガエルなど、国内で約100種の生きも

のが「特定外来生物」に指定されています。

えいご かしらもじ

かんさつ　　　なかま

　西宮市で見られる所
苔に卵を

約500個産む

カワニナを食べて
どんどん大きくなる

雨の日に上陸するよ

さいきん　　　　　　　　もくげき

つながってるよ！ 下の生きものの
なまえはヒント
なので、ほかの
いきものでも
　いいよ！
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食べる生きもの
食べられる
　生きものの
名前を
　書いて
　　みよう！

わたしたち人間は
何を食べているかな？！
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人間が食べる生きものの名前
を書いてね！
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７月２６日（土）

メダカの学校　2014

10:00～16:00　
環境学習サポートセンター

●メダカの飼い方教室（要申込）

●いきものふれあいコーナー
　水族館クイズ（申込不要）

①11：00  ②13：00  ③14：30

定員：各回50名　参加費：無料

申込み：7/4（必着）までに、往復ハ

ガキで下記へ。代表者の住所・名前・

学校名と学年・参加者人数（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。

送り先：環境学習サポートセンター

　　　「メダカのかい方教室」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
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陸から水中へ移動

ホタルの一生

孵化（７月）

EWC
生きもの情報
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飼っている生きものは

最後まで、責任をもって

飼いましょう！

か

さいご　　　　　　　せきにん

エコとれーにんぐの1年間の

テーマは「つながる」です。

わたしたちの

くらしの中には

「つながっているもの」が

たくさんあります。

エコとれーにんぐ①では、
生きものの「つながり」を
さがしてみよう！

生きものは何かを食べて生きているよね。

わたしたちも　何かを食べないと生きて

いられません。

自然の生きものたちは　食べる・食べられ

るの関係でつながっています。

エコとれーにんぐ①

　裏に生きものが生きものを食べる

イラストがあります。どんな生きも

のが、どんな生きものを食べている

かな？□に生きものの名前をかいてね！
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５・６年生 保護者の方へ

　新しいエコカードが配られ、子どもたちは早速、学校や施設など、

様々な場所でスタンプを押してもらっています。ぜひエコカード

をご覧いただき、子どもたちがどんなところでエコスタンプを集めている

のか、話題にされてみてはいかがでしょうか？

　また５・６年生では、EWCサブシステムとして、社会とのつながりを

考える「エコ・トレード活動」があります。これは身近なエコ活動が、経

済的にも地域環境の保全につながることを、理解してもらう活動です。

EWCでは、子どもたちの発達に応じて、視野が広がる活動のしくみを取

り入れています。ご協力よろしくお願いいたします。
★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認定イベント情報

★

しゃけごう山で学んであそぼう！ 「しゃけごう山レンジャー
　くらぶ」

日　　程　７月２０日(日)(雨天中止)
集合場所　各さくらやまなみバス停留所
　　　　　阪急西宮北口(南側)　JRさくら夙川　 阪急夙川(南側)
集合時間　　　９：00　　　　　 9：15　　　　　9：20
募集人数　親子10組(20人)　6/17(火)より申込順　※子どもは5歳以上
参 加  費　￥200/1人　※別途バス代(片道￥220/大人　￥110/小人)
内　　容　・ハイキングコース「四季の道」散策　・里山の整備体験、学習

お米のふしぎ in 甲山農地
「農とくらしをつなぐサポーターズ」
「わくわく・ドキドキ・まなび隊」

★

日　　時　７月２３日(水)10：00～12：00(少雨決行)
集合場所　甲山墓園前バス停(阪神バス・阪急バス)
募集人数　30名(年長以上小学生とその保護者)　 6/17(火)より申込順
参 加  費　￥500/1人(収穫体験代等)
内　　容　日本人の主食である「お米」ができるまでを学び、田んぼの観察  
　　　　　や夏野菜の収穫体験もあります！

エコ工作！ （

・・「食と環境クラブにこ　　パク」★

日　　時　７月２９日(火)10：00～12：00
場　　所　コープこうべ西宮東組合員集会室　　　　7/1(火)より申込順

募集人数　30名(小学生)　参 加  費　￥200/1人　内　容　夏休みの工作

川の生きもの観察 in 仁川広河原 「わくわく・ドキドキ・まなび隊」

日　　時　８月２１日(木)9：45～12：00
集合場所　甲山大師バス停
講　　師　富永浩史さん(関西学院高等部教諭)
募集人数　40名(3年生以下保護者同伴)　6/17(火)より申込順
参 加  費　￥200/1人(保険代等)
内　　容　仁川の上流の広河原にいる生き物を観察するよ！

〈申込・持ち物等詳細お問合せ〉コープ活動サポートセンター西宮

　　TEL：0798-67-8927　FAX：0798-67-6650

　　(月～金)9：30～16：30　(土)9：30～15：30　

★

苦楽園・夙川キャンドルナイト

内　容　夏至と冬至の時期、夜に電気を消してキャンドルのあかりで、環境や
　　　　暮らしや家族のことを考えてもらうイベントです。
場　所　苦楽園地区一帯(メイン会場：夙川公園)　参　加　自由
主　催　苦楽園ストアーズミーティング　(西宮市協働事業)
問合せ　苦楽園・夙川キャンドルナイト実行委員会　TEL:0798-61-6131

６月２１日(土)の夜
 (雨天の場合翌日に順延)

〒662-0934 西宮市西宮浜4-13-4　西宮市貝類館
　　　　TEL/FAX：0798-37-0485 http://shellmuseum.jp/shell_db/

二枚貝のキーホルダー作り

内　容　アサリなどの二枚貝と布を使って、貝のキーホルダーをつくろう！
参加費　￥100(入館料は別途要)　※小・中学生はのびのびパスポート、ココロンカードで入館無料

申込み　当日随時受付(材料がなくなり次第終了)

７月１２日(土)10：00～16：00
　 場所：西宮市貝類館　学習室

★

★

日　時　８月８日(金)10：00～15：00(雨天決行)　　場　所　神戸女学院大学
対　象　小学生　　定　員　15名(定員を超えた場合は抽選)　　  参加費　無料
申込み　はがき/FAX/mailに住所・電話番号・参加者の氏名・年齢・性別・小学校
　　　　名を記入し、7/1(火)までに(当日消印有効)下記申込先まで　　　

ワクワク新聞紙の工作教室～eco博士になろう～

野菜はどうなる？わくわく収穫体験♪

日　時　８月９日(土)、１１月２９日（土)　9：30～14：30　参加費　無料
場　所　甲山農地　　対　象　小学生親子5組(１組4人まで)両日参加可能な方
申込み　はがき/FAX/mailに住所・電話番号・参加者の氏名・年齢・性別・小学校

　　　　名を記入し7/1(火)までに(当日消印有効)下記申込先まで

〈申込み・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　　(平日9：00～16：00)
　　　　TEL＆FAX：0798-51-8591　　E-mail：chiki@mail.kobe-c.ac.jp

夏休みエコいえづくり
体験ワークショップ in 船坂

対　　象　小学３～６年生と保護者　　参 加 費　￥483(模型キット代)
内　　容　キットを使って家の模型を作ることによって、自然と共生する住まいに
　　　　　ついて楽しく学びます。茅葺き屋根の古民家や草屋根の見学もあるよ！
募集人員　30組　　6/26(木)より申込順
持 ち  物　お弁当、模型に使う工作材料、はさみ、カッターなど
申 込  み　西宮市HPにて「エコいえ」で検索し、専用フォームでお申込みください
　　　　　(電話、FAX、E-mailでも可)     E-mail：sumaizukuri@nishi.or.jp

〈問合せ〉西宮市　すまいづくり推進課　TEL：0798-35-3778(担当：井上)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  FAX：0798-34-6638

７月２６日(土)10：30～15：40
場所：旧船坂小学校　体育館
　　　(西宮市山口町船坂2103-2）

花と緑の教室 ＝＝＝＝西宮市北山緑化植物園＝＝＝＝

○つりしのぶを作ってみよう！
日　時　７月２６日(土)10：00～12：00
内　容　常緑のシダを使って、夏の風物詩・つりしのぶ(直径7Cmほど)を作ります
講　師　市原誠さん(つりしのぶ園）

定　員　45名　　参加費　￥1200/1セット　申込必着日　7/5(土)

○作ってみよう！植物標本
日　時　８月２日(土)10：00～12：00
内　容　植物園周辺の植物を採取して、植物標本の作り方を学びます
講　師　能登康夫さん(西宮自然保護協会)

定　員　45名　　参加費　￥1000/1セット　申込必着日　7/12(土)

○自然素材でモビールを作ろう！
日　時　８月５日(火)10：00～12：00(午前の部)13：00～15：00(午後の部)
内　容　木の実や枝など自然の恵みを材料に、モビールを作ります
講　師　NPO法人こども環境活動支援協会

定　員　45名(各部)　　参加費　￥800/1セット　　申込必着日　7/15(火)

○植物の名前を調べましょう！(植物同定会)
日　時　８月２３日(土)10：00～16：00(申込み不要)　写真等ご持参ください

講　師　能登康夫さん(西宮自然保護協会)　釜淵章匡さん(苦楽園中学校)

〈申込方法〉往復はがきに「①テーマ・②日にち・③参加者全員の氏名(フリガナ)
と学年・④必要材料数・⑤住所・⑥電話番号」を記入の上、各締切日必着でお送り
ください。(はがき1枚で申し込めるのは1講座分のみ3名まで)
詳しくは、北山緑化植物園HPをご覧ください

〈お問合せ・申込先〉西宮市北山緑化植物園〒662-0091　西宮市北山町1-1
　　　　TEL：0798-72-9391　　9：00～17：00　(水曜休み)　
　　　　http://www.nishi.or.jp/homepage/kitayama/

名前
学年　　　　組

小学校

＊午前、午後のコースを明記のこと


