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かぶと山の自然かんさつ
きせつ

こうえん

この季節、町や公園、山の木の葉っぱが赤や
黄色にかわってきます。もうすぐやってくる
冬のじゅんびをはじめていますよ！

みんなのせいかつの中でつかうものは、いろんな
人たちの手によって、みんなのところにやってきます。

わたしたちのせいかつで
木やはっぱ、木のみは
どんなことにつかわれて
いるのかな？

10月3日（金）
かつどう
ひらき
かぶとやま
平木小学校3年生が「甲山かんさつ」の活動をしました。
にしのみや

西宮のおへそ（西宮のまんなか）のところにある
「かぶとやま」のことどれぐらい知っているかな？！
みんなもクイズにチャレンジ
かぶと山クイズ①
してみよう！

たとえば・・・
毎日 みんながつかうノート

いきものと木やはっぱ、
木のみにはどんな
つながりがあるかな？

木をきる人

さんかしてくれた人：1289人

ズルズルして
のぼりにくい〜

水辺のベスト５

かぶと山クイズ②
かぶと山はむかし海の中
だったってホント？！

町中のベスト５
１
２
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アオスジアゲハ
ツバメの巣
クスノキ
ツクツクボウシ
キジバト

かぶとやま しぜんかんきょう

みんながよくつかうもの、たべるものを１つえらんで
どんな人たちとつながっているか、おうちの人といっ
しょにかんがえてみよう！

たべる

今年は台風等の影響で豪雨となることが多かったせいか、
例年より秋の訪れが早かったように感じます。秋を知らせ
てくれるユリカモメも、今年は早くから見られはじめたそうです。
ＥＷＣでは毎年テーマを設け、ニュースに『エコとれーにんぐ』を付
けています。今年度のテーマは「循環」。１回目は食物連鎖について、
２回目は植物と生きものとのつながりについて、そして今回３回目では、
子ども達の身の回りのものをとりあげ、自分とのつながりについて考え
てもらうのが狙いです。今年度は約10％の子ども達が取り組んでくれ
ています。『エコとれーにんぐ』の提出には、期限を設けていません。
子ども達がちょっと難しいと敬遠していたり、遅くなったからと提出を
ためらっていれば、保護者の方からお声をかけて後押ししていただけれ
ば幸いです。
３・４年生は自然体験や地域学習で校外に出ることが多い学年です。
ＥＷＣニュースでご案内している甲子園浜や甲山でのイベントにもたく
さんの参加があります。地域の人や自然に目を向けて、いろんなことに
興味を持ってもらえることを願っています。12月には「生きもの発見・
冬」を配布します。ぜひご家族で自然発見を楽しんでください！
★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

冬のむしむし観察会

生物多様性シリーズ④
〜冬越しのしかたをのぞいちゃおう〜

日 時：12月13日(土)13：00〜15：00
内 容：冬越しのために落ち葉などに潜んでいる虫をそっと観察しよう！
講 師：田中良尚さん(伊丹市昆虫館学芸員)
定 員：20名(小学3年生以下は保護者同伴)
持ち物：軍手
参加費：200円/1人(保険料込)
申込み：11/10(月)より先着順

＜申込み＞
北山緑化植物園 〒662‑0091 西宮市北山町1‑1
ＴＥＬ：0798‑72‑9391(9：00より)

つかうもの

20世紀にタイムスリップ！ 〜作って遊んで学び体験〜

つかう

ねん

なまえ

くみ

＊ご応募いただいた内容は、EWC事業（ニュースやHP、パネル展など）
にて使用させていただくことがありますので、ご了承ください。

時：11月29日(土)10:00〜15:00(雨天決行)
所：神戸女学院大学
象：小学3〜6年生※応募多数の場合は抽選を行います。
容：おじいちゃん、おばあちゃんの子ども時代にタイムスリップ
して昔遊びの工作などを体験しよう！
締 切：11月23日(日)当日消印有効
西宮の特産品を味わおう 〜子どものもりもりクッキング〜 ★
時：12月14日(日)10:00〜14:00(雨天決行)
所：甲東公民館
象：小学校4年生以上※応募多数の場合は抽選を行います。
容：西宮の特産品ってなんだろう？
特産品について学びながら調理しよう！
締 切：12月7日(日)当日消印有効
＜申込み方法＞参加される方のお名前、年齢、性別、ご連絡のつく
電話番号、住所を明記の上、ハガキ・FAX・メールにて下記まで。
＜問合せ＞〒662‑8505 西宮市岡田山4‑1
神戸女学院大学ESD推進室（平日9:00〜16:00）
TEL/FAX：0798‑51‑8591 E‑Mail：chiki@mail.kobe‑c.ac.jp
※本学の学生が企画・運営するプログラムです。
日
場
対
内

六甲アイランド食品工場＆ コープくらぶ
「農とくらし・環境をつなぐサポーターズ」★
コープ西宮 見学ツアー
日 時：11月29日(土)8：45〜15：00(雨天決行)
場 所：六甲アイランド食品工場、コープ西宮
集 合：8：45 ＪＲ西宮駅改札前
対 象：小学生以上の子どもとその保護者 定 員：20名程度(親子)
参加費：100円/1人(保険料等)※交通費実費
持ち物：おにぎりなどの軽食、飲み物、タオル、筆記用具、上履き
※上履きは子どものみ

＜申込み・問合せ＞
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

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！

○オリジナルカタツムリづくり
日 時：12月13日(土)10:00〜16:00
場
内

所：貝類館 学習室
容：本物のカタツムリの貝殻を使って、
自分だけのカタツムリをつくろう！
参加費：100円※入館料は別途必要
申込み：当日随時受付（材料がなくなり次第終了）
＜申込み＞西宮市貝類館 〒662‑0934西宮市西宮浜4‑13‑4
TEL/FAX：0798‑37‑0485 http://shellmuseum.jp/shell̲db/
○西宮市貝類館公式フェイスブックはじめました！
https://www.facebook.com/Nishinomiya.City.Kairuikan

みんなでつくろう！
★

日
場
対
内

わたしたち

小学校

３・４年生 保護者の方へ
保護者の方へ
３・４年生

イベント情報

はじめ

こんなふうに、みんながふだんつかうもの、
たべるものは、どれだけの人がかかわって
いるか かんがえてみよう！

507人
174人
155人
125人
119人

かぶと山クイズのこたえ
①３０９メートル②ホント

つながってるよ！

わたしたち

シオカラトンボ
ウミニナ
カワウ
ウナギ
キショウブ

センターには「甲山自然の家」
「自然学習館」「キャンプ場」
自治会などにきいてくださいね。
の楽しいしせつがあります。 とまって
あ そん
で
ぜひ！あそびに来てください！くわしくは、ホームページを見てね！
！
甲山自然環境センター http://kabuto.leaf.or.jp
ぜんたいけん
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581人
529人
472人
459人
345人
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数が少なくなっているウナギを
見つけた人が たくさんいたの
でびっくりしました。
参加しよう！
生きものを観察した
わがまちクリーン大作戦
あとは、しぜんのお
ちいきで１２月はじめに行われます。 家にかえそうね。

甲山自然環境センター

たべるもの

ノートをつかう人

夙川小３年生

つ

しぜんがくしゅうかん

ノートを
うる人

いた。
くっついて
やすい
安井小4年生

ウナギが岩かげに
かくれるのを見た
こと。しゅくがわ

15分ほどで山ちょうに着いたよ！
ちょう上でひとやすみ

ゴールの「自然学習館」
ちきゅう
は、地球にやさしいく
ふうがいっぱいです。 し

つくるひと、はこぶひと
うるひと‥‥

きりとりせん

カをシオカラトンボがたべて
北山貯水池ちかくから
スタート

かみから
ノートを
つくる人

うえがはら

上ヶ原小
4年生

生きものはっけん
いたからびっりした。
かわらぎ
なつ
瓦木小3年生
ベスト５
いぼうに
ウミニナがて

きたやま ちょすいち

木からかみを
つくる人

はじめ

ひょうこう

かぶと山の標高
（高さ）は
なん
何メートル？！

エコとれーにんぐ③の「つながってるよ！」では、
ひととひとのつながりにちゅうもく！！

エコとれーにんぐ②
ほうこく

「西宮生きもの写真情報館」
デジタルカメラやスマートフォンなどで撮影した
西宮市内の「自然の動植物」などの写真を大募集！
提供いただいた写真は、ホームページ「未来につなぐ西宮の
自然」における「西宮生きもの写真情報館」（11月から）
に随時、掲載していきます！！
写真募集
★募集する写真の条件★

平成27年1月25日まで

※西宮市内で撮影されたもので、過去（3年以内）撮影した写真画像。
（私有地で撮影される場合は、必ず土地所有者の承認を得てください。）
※ペット、園芸植物など家庭内で育てられた動植物は対象外となります。
※画像加工された写真は対象外となります。（トリミングは可）

くわしくは ホームページをご覧ください！
http://ikimono.nishi.or.jp/nishi/index.php
＜問合せ＞
「西宮生きもの写真情報館」受付事務局
（西宮市環境学習サポートセンター内）

TEL：0798‑67‑4520

