平成２３年１０月
２３号

発行：あまがさき環境オープンカレッジ実行委員会

あまがさき環境オープンカレッジの秋期の共催講座が、決定しました。詳しい内容は、
あまがすき通信や市報などでお知らせします。

★あまがさき環境オープンカレッジ 201１年秋期共催講座★

エコあま君
C 尼子騒兵衛＆尼崎ＪＣ＆
○
あまがさきエコクラブ

日程
平成 23 年 10 月 2 日（日）
平成 23 年 10 月 22 日（土）
平成 23 年 11 月 6 日（日）
平成 23 年 12 月 3 日（土）
未定
未定

主催

タイトル
水辺で楽しみ隊③
河原でバッタと遊ぼう
ユネスコセミナー学びの交流会

主催団体
自然と文化の森協会
尼崎ユネスコ協会

武田尾で種子採取及び観察会

アマフォレストの会

身近な公園で自然発見

ひょうご尼崎

〜不思議探し（木編）〜

ネイチャーゲームの会

都市と生物多様性の意外な結びつき
パート２
買い物 de eco！調理 de eco！
食事 de eco!

尼崎南部グリーンワークス
食育サポーターの会

尼崎の環境マップを作ろう！

「尼崎の環境マップを作ろう！」第 2 回、第 3 回講座では市内を３地区（東地区・西地区・
南地区）に分け、それぞれの地区で実際にまちを歩きます。東地区は佐璞丘や田能農業公園な
どを、西地区は六樋やアユの産卵場などを、南地区は尼ロックや中央緑地などを巡ります。第
２回、第３回からの参加、どちらか一方の参加も歓迎です。一緒にまちを歩きながら地図を作
りませんか。
日時：（第 2 回）平成２３年１０月 1 日（土）午後 1 時３０分〜午後 4 時
（第 3 回）平成２３年１０月１５日（土）午後 1 時３０分〜午後 4 時
場所：市内を３地区（東地区・西地区・南地区）に分け、それぞれの地区でまち歩き
内容：第 1 回講座で決めたコースを実際に歩きながら、環境スポットを探します。
持ち物：水筒、筆記用具、歩きやすい服装・靴
申し込み・問い合わせ：尼崎市環境政策課 ルーム・エコクラブ
電話：０６-６４８９-６３０２

わがまち歴史ウォッチング ②
能勢街道(利倉・服部)を歩こう

主催

共催

環境塾

・・・このマークがついている講座が「あまエコろくシール」対象講座です。
シールを集めるとプレゼントを貰えます♪

共催
＾

水辺で楽しみ隊③
河原でバッタと遊ぼう

日時：１０月２日（日）９：３０〜１２：３０
雨天中止
場所：猪名川公園 南入口集合
内容：河原でバッタ取り＆生き物観察
対象：自然に興味や関心のある子どもや大人
参加費：１人：２００円
持ち物：帽子、水筒、虫かご（長そで服、長ズ
ボン）※虫取りアミは貸し出します。
主催：自然と文化の森協会（福本）
申し込み・問い合わせ：
尼崎市環境政策課 ルーム・エコクラブ
電話：０６-６４８９-６３０２

猪名寺ぶらり散策
日時：１０月８日（土）１０：００〜１３：００
雨天中止
場所：ＪＲ猪名寺駅東口階段下
内容：猪名寺〜東リ（株）までの遺跡巡りと工場見学、
及び東リ食堂での昼食
対象：一般
参加費：無料
申し込み・問い合わせ：猪名寺自治会（内田）
電話：０９０-３４９０-８６２４

タネをひろって森をつくろう（第 1 回）
〜六甲山でタネひろい〜
日時：１０月１６日（土）１０：００〜１５：００
少雨決行。荒天時は２３日（日）に延期
場所：六甲山自然保護センター
（神戸市灘区六甲山町北六甲１２３）
内容：六甲山の生物多様性について学習し、周辺の自
然観察をしながら種子を採取します。
下山しながら採取するコースとセンター周辺の
平坦地で採取するコースがあります。脚力に応
じて選んでください。
対象：一般（小学生以下は保護者同伴）
定員：３０名
参加費：無料
持ち物：軍手、帽子、水筒、弁当、動きやすい服装
申し込み・問い合わせ：アマフォレストの会（高木）
E-メール：tkg73@hi2.enjoy.ne.jp
FAX：０６-６４３８-４０１２
申し込み締切り：１０月１０日
参加者全員の名前、住所、電話番号、性別、年齢を記
入してお申し込み下さい。

うんぱく 201１〜尼崎運河博覧会〜
日時：10 月８日（土）１１：００〜１７：００
雨天順延：１０月９日
場所：尼崎港管理事務所 北堀運河周辺
内容：船あそび、運河クルージング（有料）、キッズ
コーナー、音楽ライブ、オープンカフェ（有料）
等
対象：一般
参加費：無料（ただし運河クルージングは３歳〜小学
生８００円、中学生以上１，５００円。当日
受付）
申し込み：不要（船あそび、運河クルージングは当日
申し込みが必要）
問い合わせ・申し込み：
運河博覧会実行委員会事務局
電話：０９０-８２３３-４０７９
尼崎市臨海･21 世紀の森担当
電話：０６-６４８９-６１４４
（連絡先と電話番号等をご記入下さい）

日時：１０月１６日（日）１３：３０〜１６：３０
雨天中止
場所：阪急園田駅１階 集合
内容：能勢街道を、説明を聞きながら歩きます
対象：園田のまちや歴史に興味のある方
参加費：１人：１００円
持ち物：帽子、水筒、筆記用具、タオル
（歩きやすい靴）
申し込み・問い合わせ：自然と文化の森協会（内田）
電話：０９０-３４９０-８６２４

日時：１０月１８日（火）１０：００〜１１：３０
場所：猪名川公園 南入口集合
※ 雨天の場合は、内容を変更しコミュニテ
ィルーム園田でおこないます。
内容：小学校３年生の環境体験学習の見学
対象：幼児や小学生のお母さん歓迎します
参加費：無料
問い合わせ：園田地域振興センター（木下）
電話：０６-６４９１-２３６１

佐璞丘散策道づくり

万葉の里・猪名寺おもしろ講座

日時：１０月２２日（土）９：００〜１１：３０
雨天中止
場所：佐璞丘児童公園（猪名寺１丁目）
内容：佐璞丘に散策道をつくるための作業を実施します
対象：一般
定員：100 名
参加費：無料
問い合わせ：猪名寺自治会（内田）
電話：０９０-３４９０-８６２４

共催
猪名川自然林サポーター講座③
「猪名川自然林の植物」
日時：１０月９日（日）９：３０〜１２：３０
雨天決行
場所：園田地区会館
内容：講座「猪名川自然林の植物」
講師：石丸 京子（環境学園専門学校）
対象：園田の自然に興味や関心のある方
参加費：１人：２００円
持ち物：筆記用具
問い合わせ：自然と文化の森協会（福本）
電話：０９０-４０３０-３８３３

第１０回もぐもぐ祭り
日時：１０月１６日（日）１０：００〜１５：００
場所：猪名川公園 (椎堂 1 丁目５０２)
内容：バームクーヘン作り、野菜販売、フリマ、
飲食店、縁日
対象：一般
参加費：無料（模擬店等は有料で販売）
問い合わせ：もぐもぐ祭り実行委員会（中原）
電話：０６-４８６８-４３５０

日時・内容等変更のある場合もございます。記載情報については各問い合わせ先にご確認頂きますようお願い申し上げます。

自然と文化の森構想プラットフォーム
園田の自然を楽しもう⑪

ユネスコセミナー学びの交流会

日時：１０月２２日（土）１３：３０〜１６：００
場所：尼崎市立成良中学校
（西長州町 2 丁目 33-22）
内容：１．ESD 事例発表
①歴史を未来へ（大庄まちづくり懇話会）
②歴史や文化財を活かした体験学習（歴博・
文化財担当、れきし体験学習ボランティア）
③環境学習を通して命の尊さを学ぶ（成良中
学校ネイチャークラブ）
２．講評
３．見学（成良中学校屋上緑化）
４．体験学習（綿くり体験）
※ESD＝持続発展教育
対象：一般
定員：30 名
参加費：無料
主催：尼崎ユネスコ協会
申し込み・問い合わせ：
尼崎市社会教育室 社会教育担当
電話：０６-６４８９-６７４６

猪名川自然林で遊ぼう⑤
木の実でクラフト作り
日時：１０月３０日（日）９：３０〜１２：３０
雨天中止
場所：猪名川公園 南入口集合
内容：木の実を拾ってクラフト作り
対象：自然に興味や関心のある子どもや大人
定員：３０名
参加費：１人：２００円
持ち物：帽子、水筒、ビニル袋、軍手
申し込み・問い合わせ：自然と文化の森協会（福本）
電話：０９０-４０３０-３８３３

日時：１０月２２日（土）１４：００〜１6：0０
場所：猪名寺法光寺（猪名寺１丁目）
内容：講演「万葉の植生と植物」
講師：服部 保先生（人と自然の博物館）
対象：一般
定員：５０名
参加費：無料
申し込み・問い合わせ：猪名寺自治会（内田）
電話：０９０-３４９０-８６２４

ボーイスカウト尼崎第１４団
スカウトまつり＆バザー
日時：１０月２３日（日）１１：00〜１４：００
わ ん だ こうえん

場所：椀田公園（塚口町）
内容：スカウトと遊ぼう、リサイクル品バザーなど
対 象：どなたでも
参加費：スカウトと遊ぼうは無料
問い合わせ：
電話：０６-６４２８-２３２４（氏家）

タネをひろって森をつくろう（第２回）
〜森づくり体験（タネまき、植樹など）〜
日時：１０月３０日（日）１０：００〜１２：００
雨天決行
場所：尼崎の森中央緑地（扇町 43）
内容：六甲山で採ったタネを播き、中央緑地で育て
ている苗の世話や植樹を行い、尼崎の森づく
りを体験します。
対象：一般（小学生以下は保護者同伴）
定員：３０名
参加費：無料
持ち物：軍手、帽子、水筒、動きやすい服装
申し込み・問い合わせ：アマフォレストの会（高木）
E-メール：tkg73@hi2.enjoy.ne.jp
FAX：０６-６４３８-４０１２
申し込み締切り：１０月１０日
参加者全員の名前、住所、電話番号、性別、年齢を
記入してお申し込み下さい。

猪名川自然林で遊ぼう⑤
木の実でクラフト作り

土のう袋式たい肥化講習会
日時：１０月１９日（水）と１０月２６日（水）
場所：１０月１９日（水）女性センター・トレピエ
１０月２６日（水）小田公民館
内容：生ごみを利用した、たい肥作り
対象：一般
定員：20 名（各実施日）
参加費：無料
申し込み・問い合わせ：ごみ減量推進課
（１０月６日（木）より受付開始）
電話：０６-６４０９-１３４１

家族でおでかけ（７）

日時：１０月３０日（日）９：３０〜１２：３０
雨天中止
場所：猪名川公園 南入口集合
内容：木の実を拾ってクラフト作り
対象：自然に興味や関心のある子どもや大人
定員：３０名
参加費：１人：２００円
持ち物：帽子、水筒、ビニル袋、軍手
申し込み・問い合わせ：自然と文化の森協会（福本）
電話：０９０-４０３０-３８３３

伊丹市昆虫館

昆陽池公園の緑のトンネルを抜けていくと伊丹市昆虫館がありま
す。昆虫館に入ると巨大なミツバチ（200 倍）がお出迎え！
チョウ温室では、色とりどりのきれいな蝶がたくさん飛んでいまし
た。肩にとまってみたり、帽子にとまってみたり・・・。とにかく、
すぐ近くを蝶が飛んでいます。係の方が木と揺らすとザワザワとたく
さん蝶が出てきました。
そして、イベントスペースでは、虫と触れ合えるものや展示など様々
なものが開催されています。私たちが出かけたときは、なんとゴキブ
リに触れるというものでした。（小さい子どもたちは喜んでさわって
いましたが）
（レポート：Erina）
〒664-0015 伊丹市昆陽池 3-1 昆陽池公園内

昆虫館入り口

TEL072-785-3582 FAX072-785-2306

利用料：大人 400 円、中高生 200 円、小人 100 円、0〜1 歳無料
駐車場代：昆陽池公園駐車場 １台１時間まで２００円、３０分毎に 100 円
開館時間：９時３０分〜１６時３０分

休館日：火曜日（年末）

あまがすき通信メール版を配信しています！

掲載情報を募集しています！

イベント情報はメールでも配信しています。希望され

「あまがすき通信」では、市内や市民の手で行われる環

る方は、下記メールアドレスに、件名を「環境イベント

境イベント・講座などの情報を募集しています。情報提

情報希望」として、本文に氏名をご記入の上、メールを

供は、メール・ＦＡＸ・郵送でルーム・エコクラブ（下

ご送信下さい。

記）まで。次回の発行は、１０月 25 日（予定）です。

ama‑kankyo‑kyoiku@city.amagasaki.hyogo.jp

尼（崎）が
好き！

お申し込み

お問い合わせ

尼崎市環境政策課 ルーム・エコクラブ
（尼崎市役所本庁舎中館９階）
〒６６０‑８５０１
尼崎市東七松町 1 丁目２３−１
ＦＡＸ ６４８９‑６３００
メール ama-kankyo-kyoiku@city.amagasaki.hyogo.jp
電 話 ６４８９‑６３０２

