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市民活動カード

2013アクションカード

市民活動カード

持続可能な地域づくり

環境学習都市にしのみや

「持続可能な地域づくり・サポート基金・にしのみや」

＜大人と中学生の市民活動カードの活動数＞、＜地域の

小学生のエコカードに集まったエコスタンプ数＞を合わ

せた数 ×10 円の金額が地域のエココミュニティ会議の

活動資金に提供されます。

＊活動支援金提供には 10 名以上の中学生の参

加が必要等諸条件があります。詳細は「持続可

能な地域づくりサポート基金・にしのみや管理

運営委員会事務局」まで

甲東エココミュニティ会議

　11月5日、甲東エココミュニティ会議

は、JICAアジア廃棄物処理研修の受け入

れをしました。この研修は、アジア9ヵ国

（アフガニスタン、カンボジア、スリラン

カ、ネパール、パキスタン、バングラデシ

ュ、ブータン、ミャンマー、ラオス）の政

府及び自治体関係者対象に廃棄物管理や３

Ｒ推進など環境啓発に向けた行政能力向上

を目的に実施されたもので、甲東エココミ

ュニティ会議は「地域におけるごみ減量の

取り組み」について紹介しました。

　研修員から「地域の参加は重要だ」、

「地域の役割、地域への啓蒙は重要だ」、

「地域での組織的な手法を学んだ」等、地

域との関わりの重要性についてのコメント

が多く聞かれました。

１５活動で

「エコペン」

　　　プレゼント！

ホームページをご覧ください

＜エココミュニティ情報掲示板＞

http://info.leaf.or.jp/

エコスタンプ、市民活動カードについて

お問い合わせはエコアクション事務局（0798-67-4520）まで

場所：西宮市プレラホール （西宮市高松町 4 番 8 号　プレラにしのみや 5F）

定員：250 名（先着順）　　参加費：無料

３月２０日（木）　18:30 ～ 21:15

イベント情報

申込み：下記まで FAX または e-mail でお申し込みください

申込み・問い合わせ：NPO 法人こども環境活動支援協会

　　　　　　TEL（0798-69-1185）FAX（0798-69-1186）

　　　　　　e-mail: kodomo@leaf.or.jp　ＥＷＣ環境パネル展

＊市民活動カードをお持ちください。エコスタンプを押印します。

＊市民活動カードをお持ちください。エコスタンプを押印します。

特別スピーチ：ワインバーガー氏 （米国バーモント州バーリントン市長）

特別講演：炭谷　茂氏 （恩賜財団済生会理事長、元環境事務次官、環境福祉学会副会長）

パネルディスカッション：　

（2 日は 16:00 まで）

問合わせ：EWC 事務局（0798-67-4520）

主催：西宮ロータリークラブ・ＮＰＯ法人こども環境活動支援協会

共催：西宮市

後援：西宮市教育委員会・西宮コミュニティ協会・西宮商工会議所・西宮青年会議所　 

主催：西宮市環境計画推進パートナーシップ会議・西宮市

後援：西宮市環境衛生協議会・ＮＰＯ法人こども環境活動支援協会・

西宮コミュニティ協会・西宮自然保護協会・社会福祉法人西宮市社会福祉協議会・

西宮商工会議所・西宮市青少年愛護協会・西宮市 PTA 協議会・

西宮労働者福祉協議会・西宮市教育委員会

河野昌弘氏（西宮市長）、長畑純雄氏（西宮コミュニティ協会理事長）

井ノ元由紀子氏（西宮市教育委員長）、赤澤健一氏（西宮ロータリークラブ）

　コメンテーター：炭谷　茂氏

　コーディネーター：添田晴雄氏（NPO 法人こども環境活動支援協会代表理事）

　環境学習都市宣言 10 周年を迎え、市民の立場から記念事業を

企画実施することを通じて、10 周年を盛り上げます。また、こ

れからの 10 年をともに考え、持続可能なまちづくりに向けた市

民・事業者・行政のさらなる取り組みを推進することを目的に開

催します。

エコアクション事務局まで

お送りください

公民館窓口から送ることもできます！

活動終了は ３月３１日。
4 月 11 日までに事務局に
お送りください。

鳴尾南中学校

　11月30日、「にしのみや　ふるさとウォーク2013」が開催さ

れました。「持続可能な未来社会を考える」きっかけとなることを

目的に西宮市をはじめ様々な事業者、団体が連携し、毎年開催して

います。

　約90名のスタッフが受付や各ポイントでのクイズ出題などを担

当し、家族やグループ、237組774名が甲子園球場北側からスタ

ート。西宮市役所東側の六湛寺公園まで、クイズポイントでクイズ

に答えながら歩きました。

　毎年、コース周辺で活動しているエココミュニティ会議がそれぞ

れの地域を紹介しています。今年は「平安時代は海の中」であった

地域を歩き、防災についても学びました。今津エココミュニティ会

議は今津灯台のポイントを担当し、灯台や今津小学校にある六角堂

を紹介しました。

　西宮市では、環境、国際、平和、福祉、

防災、人権など小学生から大人までの1年

間の取り組みを発表する「環境パネル展」

を1992年から開催しています。

　子ども達の小学校での学びが壁新聞形式

でたくさん展示されます。工夫を凝らした

立体作品や自然・環境を考えた海外の子ど

も達の絵画も楽しく見ていただけます！

場所は
西宮市民ギャラリー

　　　（西宮市川添町 15-26） 
  2F、3F いっぱいに作品が

　並びます！

昨年度パネル展の様子。

エココミュニティ会議の

活動発表も展示されます

　昭和 43 年 (1968) より実施されてきた、奄美大島と

西宮市の中学生親善交歓行事が平成元年を最後に終了し

ました。その後、交歓行事はなくなっても「交流はなくな

らない」という思いから、沖永良部ライオンズクラブよ

り、「えらぶゆり」の球根が本市に送られるようになりま

した。

　本校の福祉行事の一つである「敬老花見会」は、中庭の

花壇に咲き誇った 100 株以上の「えらぶゆり」の花を囲

み、地域のお年寄り 80 名程と中学生が歓談・交流する

取り組みで　この平成 25 年 (2013) 度で 26 回目を迎

える伝統的な行事です。

　学校と老人会・PTA 等が連携し、「えらぶゆり」を共同

作業で「植える、育てる、鑑賞する」という取り組みから、

現在では、教育連携協議会の主導のもと、地域のクリーン

作戦、地域行事への参加、3 学期に行う地域の各お年寄り

のお宅に生徒の手紙を届ける「お元気ですか訪問」などの

活動に発展してきました。生徒達は、地域の方々との環

境・福祉教育の取り組み、交流を通して地域の一員とし

ての自覚を深めるなど「自尊感情」を育む場になっている

と確信しています。

　この取り組みが認められ、平成 25 年 11 月 13 日、兵

庫県知事より「グリーンスクール表彰」を受賞しました。

地域とつながる中学生

老人会の方より
○「敬老花見会」を毎年、心待ちにしてお

り、楽しみのひとつになっている。自分達

が植えた「えらぶゆり」の球根が花を咲か

せるかどうか、気になって何度か学校をの

ぞかせて頂きました。

○中学生の人とお話しできるだけで、元気を

もらい、楽しい時間を過ごさせて頂きまし

た。

○「敬老花見会」の終わりに、お別れの時、

涙を流して別れを惜しんでいるお年寄りの

方もおられました。教育連携協議会より
○中学生の環境活動や福祉行事への取り組みを通して、地域の環境への関心、

ボランティア意識の高まりがみられる。また、地域の人たちへの敬意を持

ち、「あいさつ」などをしっかり行えるようになっている。

グリーンスクール表彰を受けました！ 中学生より
○当日の受付では、たくさんのお年寄りの方が笑顔であいさつを返してくださっ

て、とてもやりがいを感じました。第２部では南国の庭で、ユリの花を観賞しな

がらたくさんお話しました。昨年とは違い、花も満開で、お年寄りの方がとても

喜んでくださったのが印象的でした。

○ボランティアのみんなが自分から話をしにいっていた人がたくさんいて、良かっ

たなと思いました。中学校生活最後の敬老花見会はとても思い出深く、鳴南生で

良かったと本当に思いました。感謝の気持ちでいっぱいです。

○11月「球根を植える会」で100個ほどの球根をご老人と一緒に植えました。お

年寄りの方からの助言で、植えた場所がわかるように土をもりあげておきまし

た。終わってから、お茶を一緒に飲みなが

ら、おしゃべりをしました。

にしのみや　これからの 10 年を考える

持続可能な社会に向けた教育と地域づくり環境まちづくりフォーラム
～子どもたちと学ぶ環境学習～

今津エココミュニティ会議

ごみ減量の取り組みを
　　　　JICA研修員に紹介

○自分が住んでいるところなのに、しらない事がいっぱいありました。

○もっと西宮が好きになりました。視野をもっと広げてみたいと思います。

○西宮の環境や福祉など活動の一端が伺えました。

○灯台をはじめてみました。　○とうだい、海がきれいだった。

○防災公園のしくみを聞いて、こんな公園がたくさんあると安心だなと思い

ました。

　地域での社会活動、環境・福祉・人権・平和・国際など

を考える活動をした時に「エコスタンプ」を押印してもら

うカードです。一人一人の活動がカードを通して、地域の

つながりを生み、持続可能な地域づくりに役立つことを願

っています。

場所：西宮市役所東館大ホール
　　　（阪神西宮駅　市役所口から東 3 分）

定員：150 名（先着順）

参加費：無料　　締切：2 月 14 日

２月２３日（日）
　13:00 ～ 16:30

イベント情報

申込み・問い合わせ：

西宮市　環境・エネルギー政策課

〒662-8567　西宮市六湛寺町10番3号

         　　TEL: 0798-35-3479  FAX: 0798-35-1096

①名前　②住所　③電話　④所属　⑤同行者　を 明記。

FAX、郵送、電話、またはE-mail( vo_energy@nishi.or.jp )、

市のホームページにてインターネット申込みもできます。

エ ココ ミ ュ ニ テ ィ 会 議 の 活 動

感想

NPO 法人こども環境活動支援協会（LEAF）    

TEL: 0798-69-1185  　FAX: 0798-69-1186

ふるさとウォーク2013 に参加

２月２６日（水）～３月２日（日）　
     10:00 ～ 17:00

ぜひお越しください！

環境学習都市宣言10周年記念

子どもたちの取り組み発表、ポスター
セッション、パネルディスカッション


