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環境・福祉・人権・平和・国際
に関する活動を行えば 「市民活
動カード」に「活動」がたまります。
活動を続けることで、ひとり一
人の意識を高め、地域全体でより
よい「まちづくり」が進められる
ようになります。

環境学習都市
学びあうことを大切にする市民が、
様々な人たちと協力して、地域づくり
を行うまちを目指します。
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学校・園 エココミュニティ会議

あなたの地域の
「エココミュニティ会議」は？

NPO

次世代に住みよい地域環境を
引継いでいくためには、幅広い
世代が協力しながら、より快適
な環境づくりをめざす活動を行
うことが欠かせません。
「エココミュニティ会議」は、
各地域を支える様々な人や活動
を「つなぐ」ことが大きな役割
です。

中学生も
学校や地域で活動すれば
市民活動カードに

市民

行政

スタンプ Get!!

西宮市では、現在 17 カ所でエココミュニティ会議が設置されています。
その中から一部活動を紹介します。

甲子園口 & 春風 エココミュニティ会議

甲子園口と春風のエココミ
ュニティ会議は上甲子園中学
校が両地域にまたがるため、
連携をとりあっています。
6 月 3 日、震災での意思決
定のジレンマを元に開発され
たゲーム「クロスロード」の「環境編」を使ってワークシ
ョップを行い、両エココミメンバーの交流を図ると共に、
環境問題の学習を行いました。

鳴尾東エココミュニティ会議
鳴尾東エココミュニティ会議では、8 月 22 日、鳴尾東小学校
で行われた「第 13 回鳴尾東ふるさと祭り」に、環境に関するブ
ースを出展しました。環境ブースでは、外来種と在来種の違いや
問題点をテーマに、メダカ・カダヤシ・オイカワの 3 種類の魚を
水槽展示し、その違いをエコクイズとして出題するほか、外来種
のミシシッピアカミミガメやクサガメの見分けができるコーナー
も設けました。ＥＷＣ環境パネル展の出展作品や魚の写真の展示も
行いました。

入手方法：ホームページ（http://info.leaf.or.jp）からダウンロードできます。

持続可能な地域づくり

市民活動カード
アクションカード

＊昨年度までの「エコアクションカード」から名称が変わりました。

市民活動カードは 中学生以上の市民を対象としたカードです。

環境学習都市にしのみや
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地域団体

市民活動カードの使い方

環境活動やＥＳＤ（国連持続可能な開発のための教育の 10 年）につながる活動

2010

（福祉、人権、平和や地域での社会体験活動）をしたときに「エコスタンプ」を
押印してもらうカードです。

活動が目に見えるかたちになります

市民活動カードに

ホームページ
エココミュニティ情報掲示板

スタンプを集める
グリーン
枠

グリーンの枠は施設・お店・地域の人から
エコスタンプをもらいましょう。

美化活動

＊エコスタンプが無い場合は
主催者、担当者のサインで結構です

・山、川、海での清掃活動などへの参加
・事業所、自宅周辺での清掃活動
・「クリーン大作戦」は市内各地域で6月、12月実施
地域や社会に役立つ活動

・中学生の場合 トライやるウィーク
・福祉、子育て、食育など地域でのボランティアなど
・子どもや市民の環境学習への支援
・学校や企業内の環境教育研修の指導や支援
・ESD（国連持続可能な開発のための教育の10年）に
つながる活動
・ユニセフ、ユネスコ等社会的団体への支援
社会の様々な課題を学ぶための活動

（全て 0798）

11/6（土）- 7（日） 消費生活展 消費生活センター 69-3157
11/6（土）西宮農業祭 六湛寺公園
農政課 35-3392
12/4（土）ふるさとウォーク ESD推進協議会(LEAF) 69-1185
12/5（日）輪イ和イひろば 西宮市ノーマライゼーション推進協議会
（社会福祉協議会事務局） 34-3363
12/10（金）人権フォーラム プレラホール
中央公民館 67-1567
2011/2/13（日）国際交流デー 秘書・国際課 35-3432
2011/2/26（土）環境まちづくりフォーラム 環境都市推進グループ 35-3803
2011/3/2（水）- 6（日）EWC環境パネル展 EWC事務局 67-4520

自然や環境を大切にするための学習や活動

・市内の環境関連施設の訪問、学習
・図書館や本屋で環境の本を借りた、買った
・自然保護活動への参加
・自然体験（ハイキング、観察会）
・花のコミュニティづくりへの参加
・学校等での緑化ボランティア
・森林、農地保全ボランティア活動への参加
地球にやさしい買い物

高木エココミュニティ会議

・環境配慮商品の購入
・省資源・ごみ減量対応商品(詰め替え)
・その他、水や大気環境保全対応商品など
・環境に配慮した食材や地場の食材を購入
・省エネ家電製品等の購入

9 月 20 日、「わがまち探検 親子でウォーキング」
を行いました。高木公園をスタート、ゴールとし、熊
野神社、日野神社、環境学習サポートセンターと地域
をぐるっと一廻り、普段は歩かない所を通り、まちの
様子や自然をいろいろ発見しました。

オレンジ
ご自身でサインをしてください。
枠

甲陽園エココミュニティ会議

高木公園では、地域の紹介を展示 →

６月１１日に甲山農地で甲陽園小学校５年生の農業体験が実施
され、エココミュニティ会議から５名参加し手伝いをしました。
田植えのほか麦刈りや玉ねぎの収穫も行いました。
また、稲穂が実りだすころにはスズメがやって来るため、カカ
シ作りをして田んぼに取り付けてはといった提案があり、秋には
子ども達が作ったカカシが田んぼに並びました。

エコチェック

マイバッグ

資源リサイクル

期間を通じて実行できたらサインをしてください。
マイレポート

「エコチェック」の項目以外で、あなたが取り組んだ
地球温暖化防止の活動を書いてください。

事務局に送られてきた
カードを集計し
市民の活動数を
表示します

http://info.leaf.or.jp
個人には

「15活動」以上の場合

15個で個人には
「にこにこバッジ」を
進呈します。

地域には

「持続可能な地域づくりサポート基金・にしのみや」により、
＜活動数 ×10 円＞が活動支援金として
あなたが住んでいる地域のエココミュニティ会議に
寄附されます

消費生活展 11/6（土）- 7（日）10:00～16:00

場所：西宮市消費生活センター（アクタ西宮西館5F）
くらしに役立つ情報がいっぱい！
「お楽しみ抽選会」や「計量クイズ」
（無料）で楽しみながら学べるよ！

9:30～13:00
ふるさとウォーク 12/4（土）
スタート：甲子園球場北側高架下
家族やグループで申し込もう！ ゴール：御代開公園（ＪＲ甲子園口駅近く）
申込はハガキまたはＦＡＸで

http://ewc.leaf.or.jp

詳細問合せ：TEL 0798-69-1185

輪イ和イひろば
たくさんの人とワイワイ
楽しもう！お店もでるよ！

12/5（日）10:00～15:30
場所：総合福祉センター（染殿町8-17）

２０１０年度

環境パネル展

作品募

集

2011 年 3 月 2 日（水）～ 6 日（日）、西宮市民ギャラリーで EWC 環境パネ
ル展が開かれます。国際、平和、福祉、ごみ、自然、いろいろな視点から「環境」
をとらえた作品を募集します。地域、学校や個人で取り組んだ一年間の取り組
みを発表しませんか。
募集対象：西宮市在住・在学・在勤の小学生から大人まで
募集締め切り：2011 年 1 月 21 日（金）
作品受付：11 月 1 日～
申込・問合せ：ＥＷＣ事務局 TEL 0798-67-4520

小学校１・２年生 の 保護者の方へ
保護者用カード
子どもがアースレンジャーに
なり、保護者用カードに１５個
スタンプが集まれば
アースレンジャーファミリー
表彰をします。

つづけて 市民活動カード
保護者用カードが満欄になれ
ば、つづいて市民活動カード
にスタンプを集めてください。
５０個で木製筆箱を進呈しま
す。
＊スタンプ欄の全ての項目①～⑨に押印が
あることが条件です

