
参加
無料

環境学習講座こうべ
エコちゃれ
ゼミ

神戸市では、 市内の小学生と保護者を対象に、

環境学習講座 「こうべエコちゃれゼミ」

を実施しています。

海 ・ 山 ・ 川などの自然体験イベントや、
ワークショップなどの教室型講座など、
バラエティ豊かな内容で、 皆さんの参加をお待ちしています。

いっしょにやってみよ！

2023
年度

要申込
抽選

アースパルKOBE

TEL：090-3050-4944　
　　　（年中無休　8：00～20：00）

mail：info@earthpal-kobe.com

申込み

問い合せ・企画・運営

神戸市
主催

申込みはこちらの
ウェブサイトから！

注意事項をお読みの上
「申込フォーム」より
お申込みください！

一般社団法人

　　　　神戸市環境学習講座

　　　「こうべエコちゃれゼミ」

　　公式サイト

URL: https://www.earthpal-kobe.com/ecocha/entry.html

エコってやさしい！エコってたのしい！

※    このプログラムに関する詳細情報・追加情報は、「すぐーる」に掲載します。「すぐーる」：神戸市の学校園と保護者の方々との間で活用されている連絡ツールアプリです。　　　　　　　　 



屋外型講座

講座の種類

オレンジ色は、活動の中心
が基本的に屋外となる講座
です。熱中症対策、虫刺され
対策、防寒対策などしっかり
と対策をとりご参加ください。
活動のうち一部が屋内で行
われることもあります。

青色は、活動の中心が基本
的に屋内となる講座です。
活動のうち一部が屋外で行
われることもあります。

緑色は特別企画の施設見学
とワークショップ。日程等が
決まり次第、ウェブサイトで
お知らせします。お楽しみに！

日時：６月17日（土） 
　  ①10：00～12：30　②13：30～16：00
会場：三木バイオマスファクトリー〈三木市〉

内容：お店で売れ残ってしまった食品は、その
　　　あとどうなるの？食品ロス問題について、
　　　考えてみよう！たい肥を使った野菜づくりも
　　　体験できるよ。（苗をお持ち帰りできます）
講師：大栄環境三木リサイクルセンター　
協力：神戸親和大学ユネスコクラブ

「やサイクル」で
おいしい野菜作りに挑戦しよう！

6/2
5/19（金）

（金）
23：00

申込 ～

～食品ざんさについて考えよう～

募集人数

30名
保護者含む 6/15

6/1（木）

（木）
23：00

申込 ～募集人数

30名
保護者含む

申込 ～募集人数

30名
保護者含む

内容：太陽電池と電子オルゴールでモーニング
　　　メロディ工作と、電気の省エネルギーに
　　　ついても知ることができるよ！
講師：（一社）アースパル KOBE

7/20
7/6（木）

（木）
23：00

申込 ～募集人数

50名
保護者含む 7/27

7/13（木）

（木）
23：00

申込 ～募集人数

名
保護者含む

内容：コットンボールから糸をつむいで、ミニ
　　　織物に挑戦しよう！コットン栽培と自然に
　　　ついても学びます。
講師：コットンバンク　
協力：神戸親和大学ユネスコクラブ
推奨学年：小学3年生～6年生

8/7
7/24（月）

（月）
23：00

申込 ～募集人数

20名
保護者含む

7/6
6/22（木）

（木）
23：00

申込 ～募集人数

180名
保護者含む

内容：小型ソーラーパネルで発電しバッテリー
　　　に蓄電するセットを作成しながら、省エネ
　　　ルギー（電気）について学びましょう！
　　　非常時にも役に立つよ！
講師：（一社）アースパル KOBE　
協力：神戸親和大学ユネスコクラブ

ベランダ発電で、ゲーム機や
スマホの充電をしてみよう！

申込 ～募集人数

30名
保護者含む 6/30

6/16（金）

（金）
23：00

申込 ～募集人数

30名
保護者含む

水素を身近に
感じてみよう！

日時：7月１日（土） 10：00～12：00 
会場：ふたば学舎〈長田区〉
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　
協力：神戸トヨペット

開催風景

日時：7月１日（土） 13：00～15：00 
会場：ふたば学舎〈長田区〉
内容：いま地球で何が起こっているの？
　　　ソーラーランタンをつくりながら、
　　　太陽光エネルギーについて学ぼう。
講師：NPO法人創エネ神戸

ソーラーランタンを
作ってみよう！

開催
風景

虫取りって楽しいね！
こんなにたくさんの虫がいる！
～町なかの公園に、たくさんの夏の虫たち。
　          さがして、捕まえて、触れてみよう～

日時：7月22日（土） 10：00～12：00 
会場：西神中央公園〈西区〉
内容：町なかの公園や森・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：神戸親和大学ユネスコクラブ

日時：7月8日（土） 10：00～14：00 
会場：ふたば学舎〈長田区〉

チョウのりんぷん転写で
絵はがき作り！

日時：7月17日（月・祝）　
　 ① 10：00～12：00　② 13：00～15：00 
会場：ふたば学舎〈長田区〉
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

開催風景

太陽の光が奏でるメロディー
とSDGｓ

日時：8月5日（土） 
　  ①10：00～12：00　②13：30～15：30
会場：ふたば学舎〈長田区〉

澄んだ川と海が出会う場所
だから会える水辺の生きもの！
～汽水域だから会える
　　　　いろんな生きものにふれてみよう～

日時：8月11日（金・祝） 
　　　10：00～12：00
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：安井幸男さん、大嶋範行さん、江川由紀子さん、
　　　大隅充生さん （以上、兵庫水辺ネットワーク）
　　　高田良二さん
　　　（西宮市貝類館）
協力：神戸親和大学ユネスコ
　　　クラブ

開催風景

180

コットンボールで
糸を紡いで、織ってみよう

日時：8月20日（日） 10：00～15：00 
会場：KIITO〈中央区〉　　　　　　　

8/31
8/17（木）

（木）
23：00

申込 ～募集人数

30 名
保護者含む

申込募集人数

50名
保護者含む

きれいな砂浜にも
ほら、あちらこちらにプラスチックが！

日時：9月16日（土）　
　　① 10：00～12：30 　② 13：30～16：00  
会場：須磨ヨットハーバー〈須磨区〉
内容：世界的な問題となっている海洋ごみについてのお話と、
　　　海岸で拾い集めたごみでミニアート作品を作ろう。
講師：原田禎夫さん（同志社大学経済学部准教授）
　　　水野哲夫さん（京都芸術大学名誉教授）
協力：神戸親和大学ユネスコクラブ
　　　（一財）神戸観光局
　　　株式会社ヤマハ藤田

～マイクロプラスチック問題を知り、
　　　　　　プラごみ使って素敵な作品をつくろう～

クリーンセンター見学と
環境学習ワークショップ

日時：各施設2回ずつ
　　　夏休み～秋ごろ（詳細後日発表）
会場：東クリーンセンター〈東灘区〉
　　　港島クリーンセンター〈中央区〉
　　　西クリーンセンター〈西区〉
内容：クリーンセンターの見学と、楽しいワークショップで
　　　環境のことを学ぼう

申込開始：
各開催日の約1か月前
申込締切：
開催日の15~20日前頃

各施設2回ずつ、計6回開催予定！

詳細が
決まり次第

ウェブサイトやすぐーるで
発表します！

天気予報づくりは
こんな機械をつかっています！
～天気予報づくりの裏側を見て、
　　温暖化について考えてみよう～アース君が喜ぶ、エコなクッキング 目指せ天才発明家！

食品ロスを解決しよう！～地球にやさしいお料理方法と材料選びで、みんな健康に～

開催予定：10月7日（土）予定
会場：ふたば学舎〈長田区〉

開催予定：10月21日（土）予定
会場：KIITO〈中央区〉

開催予定：11月4日（土）予定
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知り、
　　　異常気象などについて学ぼう。

里山ぐらしと
お正月を体験してみよう！
～自分で作ったしめ縄で新年を迎えよう！
　竹を使ったものづくり体験もできるよ～
開催予定：12月2日（土）予定
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。

com
ing

up

10
月

com
ing

up

11
月

com
ing

up

12
月

まだまだ！ ぞくぞく！

これからのよてい
秋以降も講座をどしどし企画しています
詳細が決まりましたら
ウェブサイトやすぐーるで発表しますね

・・・・・

とくべつ
き か く

開催風景

屋内型講座

見学＆講座

三宮より送迎バスあります

※１～２年生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。

メニュー：キーマカレー（予定）

食と地球の関係などについて
一緒に考えてみませんか？

食欲の秋やで！

6/15
6/1（木）

（木）
23：00 6/22

6/8（木）

（木）
23：00

開催風景開催風景



神戸市
2023年(令和５年)５月

発　　行
発行年月

楽しいイベントや、便利なアプリなど　神戸市環境局から 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

8/9（水）
13：30～

クリーンセンター西 ≪西区≫クリーン
センター
夏 休 み
家族見学会

総合コールセンター
05 70 - 0 83330 または 0 78 - 3 33 - 3 330

年中無休　午前8時～午後9時まで

注意
事項

申込
方法

・ こちらの講座は、　　　　　　　　　 です。
　定員を超える場合は抽選となります。
　ご参加の際には、ウェブサイトにて、必ず
　当選 /落選をご確認ください。

・ やむを得ず講座の内容を変更したり中止す
　る場合があります。詳細は順次、左記ウェ
　ブサイトにてお知らせします。

参加人数・保護者名・子どもの名前と学年・代表者の住所・
本講座に関する通知を受信可能なメールアドレス・日中連絡
可能な電話番号が必要となります。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。

※いただいた個人情報は適切に管理します。

「エコちゃれゼミ」参加の申込みについて
事前の申込みが必要

申込みは、こちらのウェブサイトにて！
右記の二次元バーコード、または、下記
URL からアクセスしてください。注意事項
をよく読んだうえ、申込フォームに、必要
事項を入力し、お申込みください！

URL：https://www.earthpal-kobe.com/ecocha/entry.html

※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。

お問
合せ

主催

アースパル KOBE

TEL：090-3050-4944　
　　　（年中無休　8：00 ～ 20：00）

mail：info@earthpal-kobe.com

一般社団法人

神戸市環境局

KOBE
エコアクション
応援アプリ 

Android版

iOS 版

つめかえパックの回収を利用する

など環境に優しい行動をすると、

ポイントがたまるスマホアプリです。

たまったポイントは、PiTaPaなど

120種類以上の電子ポイントに

交換できます。普段の生活にエコな

行動を取り入れてみませんか？

公式サイト
なくては困るプラスチックと､
あっては困るプラスチック｡
神戸市は､この問題に
しっかりと向き合います｡

迷ったら、環境に
やさしいほうを選択する
いろいろなヒントを
紹介しています！

公式サイト インスタグラム フェイスブック

クリーンセンター港島 ≪中央区≫

8/1（火）
13：30～

クリーンセンター東 ≪東灘区≫

8/4（金）
9：30～

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！

お申し込みは
こちら!!

各施設
先着　　　　名50

9時 受付開始７/4 火
先着順

今年も
やりま～す！

TEL

世界中の海が
プラスチックごみだらけ ?!
もし海のプラスチックごみから
なぞの恐竜が生まれてきたらどうする？

上陸
予定

令和5年　　　　　　　まで6 月末
神戸市役所 1 号館
1 階ロビー に上陸中

だよ！

その後も市内各所に上陸するよ！

詳細は

インスタを
チェックしてね

問い
合せ

こうべ
エコちゃれ
ゼミ

今後のお知らせや詳細情報は、
神戸市公式サイトで発信します！
チェックしてみてくださいね！

URL：
https://www.city.kobe.lg.jp/
a36643/kurashi/recycle/
education/kobeekocharezemi.html

みんなで
考えよう。

プラスチックの、
これから。

神戸市に在住または在学の
小学生とその保護者が対象やで


