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６月１２日の朝、５年生の生きもの好きの２人の男の子
が教えに来てくれました。つれて行ってもらうと、たしかに、
あわのかたまりが倉庫の鉄の格子に産み付けられています
。しかし、下に水たまりがなかったのです。ふつうモリアオガエ
ルは、下に水たまりや池がある木のえだに産卵します。「こ
のままやったら、オタマジャクシになっても死んでしまう！」と、
いうことで、たまごを別の場所にうつすことにしました。
８月９日現在、オタマジャクシは、体長２センチくらいの
小さなカエルに育ちました。ざんねんながら、さいしょは５０
匹くらいいたオタマジャクシでしたが、カエルに成長できた
のは、３２匹です。２学期の始業式が終わったら 来年も
来てくれることをいのって、生瀬小のみんなとうら山へはな
すよていです。
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前回の田植えの時よりもイネが成長
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5校16クラス
参加 !!

今津小5・6年全員
深津小6年全員
クラス全員が協力して
夙川小6年全員
「クラス人数×10」個
段上西小5年2組
のエコスタンプを
瓦林小5年全員
集めます！
瓦林小6年1組
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５・６年生 保護者の方へ

つながってるよ！
植物（木・葉・実）とのつながり見つけ！
わたしたち人間のくらしの中で、
木や葉っぱ、木の実はどんなこと
に使われているかな？

二学期が始まりましたが、みなさん夏休みはどのように過ごさ
れましたか。
このところ年々気候の変動が激しくなり、猛暑や集中豪雨等、
地球環境に関する報道も多く見られます。社会への目を向けるこ
とをテーマとした5・6年生のエコトレード活動は16クラスが参
加表明してくれました。エコトレードに参加していない子ども達
にも様々な大人からエコカードにエコスタンプを押してもらうこ
とを通じて社会との接点を広げてもらえることを願っています。
保護者の方も市民活動カードをご活用いただき、お子様と一緒
にエコ活動を楽しんでくださると幸いです。

イベント情報
「絵本にふれよう

きりとりせん

人間以外の生きものと
木や葉っぱ、木の実には
どんなつながりがあるかな？

自然にふれよう」展

〜植物、生きもの、自然に関する絵本の展示と
木かげでおはなし会〜
期間：10月6日(月)〜11月3日(月・祝)
植物園には絵本に登場する植物や生きものたちがいっぱい！
絵本とその中に出てくる花や虫たちに会いに来ませんか？
☆おはなし会：展示期間中の日曜、祝日。11：30〜12：00
園内にて開催予定。天候により屋内に変更あり。
♪10/26(日)11：00〜11：30頃みやたんが遊びにくるよ〜♪
出展者：おはなしボランティア「ぽぽんた」、「ぐるんぱ」
＜問合せ＞ 北山緑化植物園
TEL ：0798‑72‑9391
〒662‑0091 西宮市北山町1‑1 FAX：0798‑72‑1977
http://www.nishi.or.jp/homepage/kitayama/

西宮市貝類館の催し

小・中学生はのびのびパスポート
もしくはココロンカードを持参す
ると、入館無料です！

①二枚貝のキーホルダー作り
日 時：10月11日(土)10：00‑16：00

対 象：どなたでも（小学生未満は保護者同伴）
参加費：100円/1人 ※入館料は別途要
場 所：西宮市貝類館 学習室
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
を作ろう！

②マーメイド号探検隊
日 時：10月18日(土)〜10月19日(日)10：00〜16：00
対 象：どなたでも（小学生未満は保護者同伴）
参加費：無料 ※入館料は別途要 場 所：西宮市貝類館
内 容：貝類館には世界一周を果たした堀江謙一氏のマーメイ
ド号が展示されています。普段は入ることのできない
キャビン内等を探検しよう！
①②とも、事前申込みは不要です。
＜問合せ＞〒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/shell̲db/

○社家郷山ハイキング〜山とくらしのつながりを知ろう〜 ★
日 時：11月30日(日)10：15〜11：45(雨天中止の場合あり)11/13締切
場
内
定

所：社家郷山キャンプ場 参加費：100円/1人(保険代)
容：社家郷山を散策し、学び、楽しみます。 甲山・社家郷山エコひろば
共催：生活協同組合コープこうべ
員：20名程度(応募者多数の場合は抽選)
＜申込み＞往復はがきに①プログラム名、日程②参加者全員の氏名、年齢
③〒住所④電話、FAX番号明記の上、各回締切日までに下記宛郵送ください
西宮市立甲山自然環境センター(9：00〜17：00）
〒662‑0001西宮市甲山町67番地 TEL・FAX：0798‑72‑0037
当選者へは後日、持ち物・服装等、詳細発送します。

★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

①自然からくらしを考える秋の収穫祭

農とくらし環境をつなぐサポーターズ

★

時：10月11日(土)10：00〜13：15(小雨決行) 9/16以降受付開始
容：稲刈り体験、農作業、収穫体験、お昼御飯作り、環境学習
所：甲山農地(阪神バス、阪急バス「甲山墓園前」から徒歩３分)
象：年少以上〜小学生とその保護者(30名)申込順 参加費：800円/1人

日
内
場
対

②秋の昆虫探検隊in甲山

コープくらぶわくわく・ドキドキ・まなび隊

★

日 時：10月25日(土)10：00〜12：00(小雨決行) 9/16以降受付開始
場 所：甲山森林公園 管理事務所前(西宮市甲山町43)集合
講 師：足立勲さん(自然体験教育研究所主宰)
定 員：40名(申し込み順) 3年生以下は保護者同伴
参加費：200円/1人(保険代等)
＜申込み・問合せ＞①②とも コープこうべ第2地区活動本部
TEL：0798‑67‑8927 (月〜金)9：30〜16：30(土)9：30〜15：30
持ち物・服装等、詳細についてはお問合せください。

西宮フラワーキャラバンin塩瀬
時：11月2日(日)〜11月3日(月・祝)10：00〜16：00(雨天開催)
所：東山台南公園 ガゼボ広場 (西宮市東山台2丁目)
容：西宮市オリジナルフラワーの紹介、園芸教室、環境関連の展示など
催：西宮市(花と緑の課) TEL：0798‑35‑3679
○芝人形教室(園芸教室)
内 容：親子でかわいい芝人形をつくろう！
参加費：100円/1人(土・種などの教材費)
フラワーキャラバンマーク
実 施：各日1日3回程度実施(所要時間：30分/回)
ほかにも、地元、地域緑化ボランティアと連携した催しなどもあります。
ぜひ、足をお運びください！
日
場
内
主

ハートマークの種をあつめよう！
お米のふしぎ in 甲山農地
時：10月4日(土)10：00〜10：30(当日随時受付) 雨天開催

日
場

所：西宮市役所本庁舎玄関前
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市役所前の緑の
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！採れた種はお持ち帰りいただけます。来年用にぜひどうぞ！
＜問合せ＞西宮市役所 花と緑の課 TEL：0798‑35‑3682

第11回こどもサイエンス体験教室

★

日 時：11月1日(土)10：00〜12：00 10/10(金)締切
内 容：ぶどうの皮に含まれる色素を使って、水溶液のなかま分けをしよう！
場 所：神戸女学院大学 理学館Ｓ28実験室
対 象：西宮市の小学校4〜6年生と保護者 参加費：無料
定 員：20名(保護者同伴、申込み多数の場合抽選)
服 装：汚れてもよい服装でご参加ください。
申込み方法：〒、住所、氏名、学校名、学年、電話番号、ＦＡＸ番号、同伴者
の有無、人数を明記の上、ＦＡＸまたは電子メールにて
ＨＰに申込み書がありますのでダウンロードしてください。
＜申込み・問合せ＞ 神戸女学院大学人間科学部事務室
TEL：0798‑51‑8553 FAX：0798‑51‑8560
Mail：taiken@mail.kobe‑c.ac.jp
ＨＰ：http://www.kobe‑c.ac.jp/courses/human/bio/index.php

