
日時：6月12日（土）　10時～12時 
会場：アジュール舞子〈垂水区〉
内容：海辺で舞子の海にすむ生きものにふれて観察しよう。
　　　タッチプールでは生きものとふれ合えます。
講師：吉田裕之さん（須磨海浜水族園前園長）　
協力：須磨海浜水族園ボランティア・神戸親和女子大学ユネスコクラブ

日時：8月7日（土）　10時～12時 
会場：住吉川汽水域（河口）〈東灘区〉
内容：海水と淡水が入り混じる汽水域の生きものを観察しよう。
講師：大嶋範行さん、安井幸男さん、
　　　江川由紀子さん、（兵庫水辺ネットワーク）
　　　高田良二さん（西宮市貝類館）
協力：住吉川清流の会・神戸親和女子大学ユネスコクラブ

日時：7月17日（土）　10時～12時 
会場：西神中央公園〈西区〉
内容：都会の森・林にすむさまざまな生きものを観察しよう。
講師：山本勝也さん（日本甲虫学会員）
　　　高畑正さん（よこお自然塾）
協力：神戸親和女子大学ユネスコクラブ

日時：10月16日（土）　10時～12時 
会場：神戸市立森林植物園〈北区〉
内容：森林散策と自然観察、森林の素材でモビールをつくろう。
講師：神戸市立森林植物園のみなさん
　　　林山祐子さん（（一社）アースパルKOBE）
　　　紀田俊明さん（日本野鳥の会ひょうご）
協力：神戸親和女子大学ユネスコクラブ

日時：9月18日（土）　
　　　 ① 10時～12時　② 13時30分～15時30分 
会場：神戸地方気象台〈中央区〉
内容：天気予報のできる仕組みを学びながら、異常気象が増えて
　　　いるのはなぜ？防ぐ方法はあるの？みんなで考えてみよう。
講師：神戸地方気象台防災気象官
協力：神戸親和女子大学ユネスコクラブ

日時：12月4日（土）　10時～14時 
会場：国営明石海峡公園神戸地区 あいな里山公園〈北区〉
内容：竹林と里山を守ることの大切さを学び、竹細工づくりに挑戦。
講師：山本茂さん（あいな里山協議会）・余部衛さん（県立やしろの森公園）
　　　林山祐子さん（（一社）アースパルKOBE）
協力：神戸親和女子大学ユネスコクラブ

知っとった？
タコって貝のなかまなんやて！
～舞子の海にいるたくさんの生きものにふれて、
　先生にいろいろ教えてもらっちゃおう～

いろんな虫をつかまえられて、
　　　　　　　　すっごく楽しいね！
～都会の森や原っぱにすむ、
　たくさんの夏の虫たちをさがしてみよう～

住吉川は生きもののパラダイスや～！
～汽水域だから会える
　いろんな生きものにふれてみよう～

森の中でターゲットをさがして
　　　　　ミッションクリアせよ！
～森を散策しながら指定されたものを探そう。
　森からの恵み、自然を感じる工作体験にも挑戦！～

令和ばん、竹とりものがたりの始まり
～竹林（里山）の今と役割を知り、自然とともに生きて
　いくことの大切さを知ろう。ものづくり体験もできるよ～

ここで神戸の天気予報を作ってるんだ！
～予報づくりの現場をのぞいてみよう。
　　　　異常気象のからくりも学べます～

申込みは、ウェブサイトにて！

注意注意
事項事項

申込申込
方法方法

・  動画講座以外のすべての講座は、事前の申込みが必要
　です。毎年定員を大幅に超えるたくさんの方にご応募
いただいております。ご参加の際には、左記Facebook
　より必ず当選/落選をご確認ください。

・  新型コロナウイルス感染症の拡大状況やその他の事
　情により、やむを得ず講座の内容の変更や、中止と
なる場合があります。詳細は順次、左記Facebook
　にてお知らせします。

・  申込みに関して、新型コロナウイルス感染症対策等
のため例年とは異なる注意事項等（検温のご協力や、
未就学児同伴のお断り・保護者の人数制限等）もご
ざいます。必ず左記Facebookをご確認のうえ、お
　申込みください。
・  参加推奨学年は内容を理解できる学年の目安です。
推奨学年外の方も参加は可能ですが、内容を難しく
　感じる場合があります。

参加人数・保護者名・子どもの名前と学年・代表者の住所・参加者
全員の名前・日中連絡可能な電話番号・本講座に関する通知を受
信可能なメールアドレスが必要となります。メールアドレスは、
ドメイン『@earthpal-kobe.com』を受信できるよう、あらかじめ
設定をお願いします。

教室型 屋外型

内容：いま地球で何が起こっているの？
　　　新エネルギー水素のお話と実験
講師：NPO法人 創エネ神戸

太陽光で水素を作ってみよう！
名30

申込締切

保護者
含む

7/15
（木）

23：00

名

100

申込締切

保護者
含む

5/27（木）
23：00

名名 100

申込締切

保護者
含む

7/1（木）
23：00

名100

申込締切

保護者
含む

7/22
23：00

名100

申込締切

保護者
含む

9/30（木）
23：00

各回
名30

申込締切

保護者
含む

9/2（木）
23：00

名100

申込締切

保護者
含む

11/18（木）
23：00

まずは、右記のQRコードでFacebook「エコ
まちこうべ」をチェック！各講座の詳細情報
を公開しますので、そちらから申込フォーム
へアクセスし、必要事項を入力してください。

エコまちこうべ Facebook

※いただいた個人情報は適切に管理します。

こども

≪教室型・屋外型≫  参 加 の申込 みについて

エコ 教室

※掲載写真は、令和元年度・令和 2年度に開催した講座の風景です。申込のウェブサイトでは、他にも過去の講座の様子を紹介しています。

要申込

抽選
参加
無料

※ウェブでの申込みがどうしても困難な
　場合は、一度お問い合わせください

日時：8月5日（木）　10：00～11：30
会場：こうべ環境未来館〈西区〉
内容：気候変動の最新の状況と原因についてのお話と
　　　オリジナル風車で風力発電機をつくろう！
講師：（一社）アースパルKOBE

ペットボトルで風力発電を体験しよう
名50

申込締切

保護者
含む

7/20
（火）

23：005~6 年生3~4 年生1~2 年生
参加推奨学年

日時：8月22日（日）　10：00～12：30
会場：こうべ環境未来館〈西区〉

ベランダ発電で、
ゲーム機の電気を作ってみない？

内容：エネルギーの代表である電気をベランダ発電。
　　　地球にやさしい電気を作ろう！
講師：（一社）アースパルKOBE

名50

申込締切

保護者
含む

8/5
（木）

23：00
5~6 年生3~4 年生1~2 年生

参加推奨学年

内容：いま地球で何が起こっているの？
　　　ソーラー風車を作りながら太陽光エネルギーを学ぼう。
講師：NPO法人 創エネ神戸

ソーラー風車をつくろう！

申込締切

7/15
（木）

23：00
5~6 年生3~4 年生

参加推奨学年
1~2 年生

日時：7月25日（日）
　　　　①10：00～12：00　 ②13：30～15：30 
会場：こうべ環境未来館〈西区〉

チョウのりんぷん転写で絵はがき作り！

内容：神戸で見られるチョウのお話と、りんぷん転写に挑戦！　　　
講師：NPO法人 六甲山の自然を学ぼう会
協力：株式会社神戸製鋼所

名50

申込締切

保護者
含む

7/8
（木）

23：00
5~6 年生3~4 年生1~2 年生

参加推奨学年

各回

5~6 年生3~4 年生
参加推奨学年
1~2 年生

ものの 『とくちょう』 を利用してリサイクル
　　　　　　　　　　～理科は地球を救う～日時：8月3日（火）

　　　　①10：30～12：00　 ②13：30～15：00 
会場：こうべ環境未来館〈西区〉
内容：リサイクルって知ってる？なぜ大切？
　　　リサイクルに必要な分別実験にトライしよう！
講師：キヤノンマーケティングジャパン株式会社

名50

申込締切

保護者
含む

7/18
（日）

23：005~6 年生3~4 年生
参加推奨学年
1~2 年生 5~6 年生3~4 年生

参加推奨学年
1~2 年生

各回

日時：8月21日（土）　10：00～12：00
会場：ふたば学舎〈長田区〉

親子でやってみよう！エコ・クッキング

内容：食べ物、水やエネルギーを大切にし、ごみを
　　　減らすことを考えながらの調理にチャレンジ！
　　　（ごはん・お味噌汁・ふりかけを予定）
講師：大阪ガス株式会社

名50

申込締切

保護者
含む

8/5
（木）

23：00

（
木
祝
）

日時：６月５日（土）
　　　　①10：30～12：00　 ②13：30～15：00 
会場：こうべ環境未来館〈西区〉

電気を知って作って使ってみよう！

内容：電気とエコについて学ぼう！手回し発電器で電気を
　　　作ろう！発電ミニカーを走らせよう！
講師：関西電力送配電株式会社 兵庫支社

申込締切

5/20
（木）

23：00

各回

名50
保護者
含む

5~6 年生3~4 年生
参加推奨学年
1~2 年生

参加推奨学年
1~2 年生

5~6 年生
3~4 年生

参加推奨学年
1~2 年生

5~6 年生
3~4 年生

参加推奨学年
1~2 年生

5~6 年生
3~4 年生

参加推奨学年
1~2 年生

5~6 年生
3~4 年生

参加推奨学年
1~2 年生

5~6 年生
3~4 年生

参加推奨学年
1~2 年生

5~6 年生
3~4 年生

参加推奨学年
1~2 年生

5~6 年生
3~4 年生

日時：7月31日（土）
　　　　①10：00～12：00　 ②13：30～15：30 
会場：こうべ環境未来館〈西区〉

日時：8月1日（日）
　　　　①10：00～12：00　 ②13：30～15：30 
会場：こうべ環境未来館〈西区〉

名40
保護者
含む

日時：９月25日（土）　10：00～12：00 
会場：こうべ環境未来館〈西区〉

内容：木津の里山を散策し、里山の秋を感じよう。
　　　自然な風合いの草木染にも挑戦！
講師：Eco 遊悠・（一社）アースパルKOBE

木津の里山さんぽと草木染体験
名50

申込締切

保護者
含む

9/9
（木）

23：00
5~6 年生3~4 年生1~2 年生

参加推奨学年

日時：９月26日（日）　10：00～ 12：00 
会場：こうべ環境未来館〈西区〉
内容：水を電気分解したら水素と酸素が出来るよ。備長炭を使って
　　　水素と酸素から電気を作る燃料電池を作ってみよう。
講師：NPO法人 人と化学をむすぶ会

名30

申込締切

保護者
含む

（木）
23：00

5~6 年生3~4 年生
参加推奨学年
1~2 年生

9/9

燃料電池の原理を学び、
電気を作ってみよう

5~6 年生3~4 年生
参加推奨学年
1~2 年生

オンライン
講師の先生は

で登場！

1

各回各回



Yout
ube で

Yout
ube で

動画動画講
座

参加
無料

18:11/40:0018:11/40:00

10:05/20:0010:05/20:00

15:20/30:0015:20/30:00

14:31/30:0014:31/30:00

iOS 版iOS 版 Android 版Android 版

（金）

ウミガメのエコアート！ウミガメのエコアート！

神戸市
2021年(令和３年)4月

発　　行
発行年月

神戸市広報印刷物登録
令和3年度第32号
（広報印刷物規格A-2類）

現在、みなさんにスマホやパソコンで観てもらえる環境学習用
動画を作成しています。完成・公開しましたら、Facebook
「エコまちこうべ」で詳細をお知らせします！何度でも観て、
環境にやさしい生活を一緒に考えてみてくださいね。

楽しいイベントなど、神戸市環境局から その他のお知らせ 詳細は、それぞれウェブサイト
でご確認ください

内容：児童館で大人気のダンスレッスンのプログラムが、動画で登場！
　　　ダンスで使ったエネルギーと、家電製品などで使うエネルギー
　　　を比較してみよう。省エネ生活へのヒントがいっぱい！そのうえ、
　　　ステイホームでも運動ができちゃう。
　　　大人も子どもも一緒に、レッツダンス！

ダンスdeエコ　≪オンライン版≫

内容：おうちで使った、ペットボトルや牛乳パック、そのほかのごみに
　　　なっていくものたち。みんなはどうしてる？しっかり分別して、
　　　資源ごみとして捨ててくれているよね！
　　　今回は捨ててしまうその前に、そんな資源たちを使って、工作に
　　　トライしてみよう。楽しく工作している間に、資源ごみの再利用
　　　や分別にも詳しくなれちゃうよ！
準備するもの：ペットボトル、牛乳パック等
　　　　動画公開のお知らせとともに、あったら便利なものをFacebookでお知らせ予定

講師：（一社）アースパルKOBE

エコ工作を楽しもう！

内容：世界中で関心が高まっている、海のプラスチックごみ問題に
　　　ついて、お話しします。…むずかしそう？いいえ！大学の偉い
　　　先生なんだけど、小学生のみんなにも難しく感じないように、
　　　わかりやす～く説明してくれるよ。
　　　大人も子どもも、一緒にぜひ観てみよう。
講師： 原田禎夫さん（大阪商業大学准教授）

もう、プラスチックをごみにしないよ！①
～今、海で起こっていることに
　　　　　目を向けてみよう～　≪レクチャー編≫

内容：身の回りのプラスチックごみや砂浜などで拾った海のプラス
　　　チックごみで、自分だけのミニアートづくりに挑戦してみよう！
　　　さっきまで「ごみ」にしか見えなかったものが、みるみる「宝物」
　　　に！今日からキミもアーティスト!?
準備するもの：家庭や職場で出たプラスチックごみ、ボンド等
　　　動画公開のお知らせとともに、あったら便利なものをFacebookでお知らせ予定

講師： 水野哲夫さん（京都芸術大学名誉教授）とゴミラの皆さん

もう、プラスチックをごみにしないよ！②
～プラごみが、素敵なアートに変身！～　≪ワークショップ編≫

エコ
まち
こうべ

インスタグラム

神戸市内在住の小学生と家族を対象に、見学会を開催します！ごみの燃やしかたや、電気のつくりかたをいっしょに学ぼう！

詳細は
ウェブサイトを
ご覧ください

クリーン
センター

8/3（火）
13：30～

8/11（水）
13：30～

8/6（金）
9：30～港島

クリーン
センター

東
クリーン
センター

西

≪中央区≫ ≪東灘区≫ ≪西区≫

各施設
先着　　　　名50

7/6（火）
9時より受付

準備するもの：動きやすい服装と動けるスペース
講師：（一社）アースパルKOBE 環境学習環境学習

講座講座 こどもエコ教室こどもエコ教室
こうべエコちゃれゼミこうべエコちゃれゼミ

＆

アースパルKOBEアースパルKOBE

TEL：TEL：090-3675-1393090-3675-1393　
　　　　　　（年中無休　9：00～19：00）（年中無休　9：00～19：00）

mail：mail：info@earthpal-kobe.cominfo@earthpal-kobe.com

申込み申込み

問い合せ・企画・運営問い合せ・企画・運営

神戸市神戸市
主催主催

申込みに関する情報は、申込みに関する情報は、
こちらのFacebookをこちらのFacebookを
ご覧ください。イベントご覧ください。イベント
機能で、随時、お知ら機能で、随時、お知ら
せします。フォローをせします。フォローを
よろしくお願いします！よろしくお願いします！

FacebookFacebook「エコまちこうべ」「エコまちこうべ」
環境のこと、エコのこと、いろんな情報がいっぱいの、環境のこと、エコのこと、いろんな情報がいっぱいの、
神戸市環境局の公式アカウントです。神戸市環境局の公式アカウントです。が主人公の紙芝居動画も放映するよ！

大迫力の大迫力の

インスタグラム
神戸市環境局公式アカウント　

エコまちこうべエコまちこうべ
（@kobe_kankyo）（@kobe_kankyo）

1Fプロローグにて展示

6/16/1
7/307/30

プラ島太郎

（火）～

9:44/20:009:44/20:00

内容：6月に≪屋外型≫で実施する講座を、動画でもお届けします。舞子の
　　　海にすむ生きものについて、先生が楽しくわかりやすく解説。地元神戸
　　　の海の豊かさを発見しよう。≪屋外型≫こうべエコちゃれゼミの様子を
　　　ご覧いただけます。　　　
講師：吉田裕之さん（須磨海浜水族園前園長）

知っとった？タコって貝のなかまなんやて！
～舞子の海にいるたくさんの生きものにふれて、
　先生にいろいろ教えてもらっちゃおう～　≪オンライン版≫

会場でウミガメの名前の投票を実施します
みなさんの投票をお待ちしています！みなさんの投票をお待ちしています！

または　078-333-3372

市事業・イベント案内センター
0570-083330

申
込
み

（年中無休　午前８時～午後９時まで）

約
分40

約
分20 約

分

約
分30

30

約
分20

協力：須磨海浜水族園ボランティア・神戸親和女子大学ユネスコクラブ

20212021
年度年度

一般社団法人一般社団法人

水曜休館　夏休み期間は無休

展示のご見学には、入館料が必要です

Facebook
エコまちこうべ


