＝ 子どもも まちの主人公
まちの主人公 ♪♪ ＝

＝ 園田の
園田の自然を
自然を 楽しもう ♪♪ ＝

自然と文化の森協会

Ｎｏ．８７

キッズクラブ通信

猪名川キッズクラブ

２０１４年 １月 １日

トム・
トム・ソーヤー企画コンテストで奨励賞を
奨励賞を受賞
２０１３年のキッズクラブの活動に、日清食品：安藤スポーツ・食
文化振興財団から助成金をいただいていました。
活動報告をもとに審査がおこなわれ、トム・ソーヤー奨励賞をいた
だけることになりました。一般部門では、安藤百福賞・優秀賞に次ぐ
３番目の賞になります。子ども達の活動参加と笑顔が評価されたのだ
と思います。 副賞としてチキンラーメン半年分がいただけます。
今年も、園田の自然をみんなで楽しみましょう♪♪
※ 安藤財団ホームページ参照

http://www.shizen-taiken.com/index.html

[受賞理由] 活動の種類や内容が豊富
で、大人の積極的な参加が活動を一層盛
んにしている。
「食べる」ことをテーマと
したプログラムは低年齢の子どもや、初
めての参加者も取組みやすく、参加者の
構成にマッチしていた。今後は幼児や親
子で楽しめるプログラムの開発を期待し
たい。 (企画コンテスト選考委員会)

明けまして、
けまして、おめでとうございます

猪名川公園:
猪名川公園:利椎冨池の
利椎冨池のタヌキ

昨年は、猪名川公園の利椎冨池にタヌキが
すんでいるのが見つかりました。オオタカや
ハヤブサ、チョウゲンボウなどのタカの仲間
が８種類も観察されました。
また、ヒメクダマキモドキやキマダラカメ
ムシという南方性の昆虫も見つかっています。
今年は、何が見つかるでしょうか？ ステ
キな体験をいっぱいしましょう♪♪

ヒメクダマキモドキ

キッズクラブのお
キッズクラブのお友達
のお友達が
友達が、３１人
３１人(22 家族)
家族)になりました ♪♪
～ 活動には
活動には、
には、キッズクラブの
キッズクラブの帽子と
帽子と名札を
名札を忘れないでください ～
４月に１８人でスタートした今年のキッズクラブですが、活動ごとに入会者
[現在のキッズクラブ]
が増え、１２月に３人(２家族)の入会があって３０人を越えました。
幼 児(就学前) １５人
そのため、毎回の活動への参加者も増え、だれがキッズクラブのお友達なの 小学１～３年生
４人
か、キッズクラブの人同士にも、スタッフにも分からなくなってきています。
４～６年生 １０人
キッズクラブの友達同士やスタッフと仲良くなるためにも、活動の時にはキ 中 学 生
１人
ッズクラブの帽子と名札(大人の方も・・・)を忘れずにつけて来て下さい。
高 校 生
１人
※ 名札がなくなった人はお知らせいただければ、新しく作製してお渡しします。
２２家族
３１人

猪名川・
猪名川・藻川の
藻川の水質調査をしました
水質調査をしました
１２月１日。キッズクラブから親子３人が参加して、スタッフ４人と
自転車で移動しながら、薬品を使って４か所で水質調査をしました。
いつも活動している藻川の中園橋付近は、
「きれいな水」だということ
が分かりました。上園橋や猪名川橋付近もきれいな水でしたが、利倉橋
付近はこれまでと同じように「非常に汚れた水」という結果でした。

藻川の
藻川のヒメボタルは
ヒメボタルは・・・

ヒメボタルの
ヒメボタルの幼虫

１２月２３日に、猪名川河川事務所によるヒメボタル幼虫調査が藻川左
岸：大井堰北側の河川敷でおこなわれました。９月の台風による増水にも
負けずに、幼虫は元気に育っていました。しかし、農業公園北側の猪名川
は河川工事で土が削られ、ヒメボタルは絶滅状態です。藻川の貴重なヒメ
ボタルが住み続けられるように、河川工事にも配慮が欲しいと思います。

クリスマスの
クリスマスのミニツリー＆
ミニツリー＆サンタ人形作
サンタ人形作り
人形作り
１２月８日。親子３１人(キッズクラブからは親子２７人)が参加して、猪名
川自然林で遊ぼう⑥をおこないました。
猪名川公園のマツボックリを緑色に着色した物を使って、ミニクリスマスツ
リーを作ります。ボンドで色とりどりのビーズ玉をはりつけて、小さいけれど
もカラフルなすてきなクリスマスツリーができあがっていきます。
赤い鼻がかわいいサンタさん人形も作りました。ま
ゆ毛は、自然林の木の枝で作っています。自然林の素
材を使って、クリスマス準備が出来上がりました。
自然と文化の森協会のスタッフの人達手作りのぶた
汁を最後にいただきました。太陽が雲にかくれて気温
が下がっていたのに、体が温まりました。

畑のタマネギも
タマネギも,元気に
元気に育っています♪♪
っています♪♪
１１月にみんなで苗を植え付けたタマネギも、自然と文化の森協会農業部会
のみなさんがお世話をしていただき、寒さに負けずに元気に育っています。畑
に肥料もやっていただいています。これからどんどん大きくなるのが、楽しみ
です。少し暖かくなったら畑作業にも行き、４月と５月にはみんなで収穫をし
たいと思います。
【キッズクラブ 活動予定】
2014. 1. 1
活動予定】
緑○
キ
１月１２日
１２日(日) 猪名川自然林観察ウォーク
猪名川自然林観察ウォーク⑤
ウォーク⑤「冬の自然林を
自然林を歩こう」
こう」 ９時 30 分～１１時 30 分 ○
猪名川公園 入口 9:30 集合
[小雨決行]
【参加費】１人:１００円
○ 猪名川自然林の野鳥や樹木の冬芽などを観察します。
(一般の人 １人:200 円)
冬の自然林も、楽しくてステキですよ ♪♪
[解説] 石丸 京子 先生(環境学園専門学校)
● おもち(
おもち(おぜんざい
おぜんざい？
ざい？)を食べよう(自然林ウォーク終了後に、キッズクラブでおこないます)
べよう
※ キッズクラブのみなさん
キッズクラブのみなさん。
のみなさん。ぜひ参加
ぜひ参加下
参加下さい。
さい。できるだけ事前申
できるだけ事前申込
事前申込をお願
をお願いします(当日参加も０Ｋです)
いします
水○
キ
２月 １日(土) 第 11 回 猪名川クリーン
１０時 ～ １２時
○
猪名川クリーン作戦
クリーン作戦
猪名川公園北側 堤防 10:00 集合
[雨天＝2/2]
【参加費】無 料
○ 猪名川河川敷のゴミ拾い(ぶた汁の炊き出し＆お土産がいただけると思います♪♪)
ＢＹスタンプ対象
※ タマネギ畑の近くまで行きますので、終了後に希望者で畑の様子を見に行きたいと思います。
※ クリーン作戦は、キッズクラブ以外の人も参加できます。友達もさそってあげよう(当日参加０Ｋです)。
【主催】猪名川クリーン作戦実行委員会(流域ネット猪名川、自然と文化の森協会 他)
水○
キ
２月 ２日(日) 水辺で
９時 30 分～１１時 30 分 ○
水辺で楽しみ隊
しみ隊⑥「冬の水辺で
水辺で生き物観察」
物観察」
猪名川公園 入口 9:30 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
○ 野鳥や水辺の生き物、生き物の冬ごしの様子を観察します
(一般の人 １人:200 円)
※ 観察しながら、
「冬の生き物さがしビンゴゲーム」を楽しみます。
ＢＹスタンプ対象
※ キッズクラブ以外の人も参加できます。友達もさそってあげよう(当日参加０Ｋです)。
キ
２月 ８日(土) 鳥と遊ぼう「
ぼう「バードウォッチング」
バードウォッチング」
９時 30 分～１１時 30 分
○
猪名川公園 入口 9:30 集合
[雨天中止]
【参加費】無 料
○ 野鳥の観察
参加者には,野鳥のステキな紹介シートがいただけます。
※ 参加希望者は、福本まで申込をして下さい。
【主催】あまがさきおとなエコクラブ
キ○
緑
２月 ９日(日) 自然林で
９時 30 分～１２時 30 分 ○
自然林で おもちつき＆
おもちつき＆フキノトウをさがそう
フキノトウをさがそう
猪名川自然林 チョウの庭 9:30 集合
[小雨決行]
【参加費】１人:２００円
① おもちつきをしよう＆つきたてのおもちを食べよう
② フキノトウをさがそう
※ キッズク
キッズクラブと
ラブと森橋会スタッフ
森橋会スタッフで
スタッフでの活動です♪♪
です♪♪ キッズクラブの
キッズクラブの人は、ぜひ 参加して
参加して下
して下さい ♪♪
★ 参加申し込み先
福本 hukumo08@bca.bai.ne.jp
★ 当日の連絡先
福本 090－4030－3833
ホームページの
ホームページのニュースレターをご
ニュースレターをご覧
をご覧ください。
ください。毎週 更新しています
更新しています♪♪
しています♪♪ http://ehc
http://ehc://ehc-hyogo.net/hp/?i=morikyoukai

