＝ 子どもも まちの主人公 ♪♪ ＝

＝ 園田の自然を 楽しもう ♪♪ ＝

キッズクラブ通信

Ｎｏ．９２
２０１４年 ６月 １日

自然と文化の森協会

猪名川キッズクラブ

水辺が楽しい季節になります
水辺が楽しい季節になります
～ 藻川での魚捕り
藻川での魚捕り・サツマイモ
での魚捕り・サツマイモの植え付け・七夕
・サツマイモの植え付け・七夕準備
の植え付け・七夕準備と団子作り
準備と団子作りをしよう
と団子作りをしよう ♪♪ ～

水辺で楽しもう
水辺で楽しもう「イタドリ＆カニをさがそう」
「イタドリ＆カニをさがそう」
５月４日。一般参加者２２人と一緒に、キッズク
ラブの親子１６人が参加しました。タンポポやイタ
ドリの茎で笛を鳴らしました。もちろん、イタドリ
も食べました。すっぱかったです！
カニも、たくさん捕まえることができました。海
の水が混じる汽水域にすむクロベンケイガニです。
いろんな生き物のすむ藻川を楽しみました。

猪名川自然林観察ウォーク＆団子作り
５月１１日。猪名川自然林の観察ウォークに参
加した後、キッズクラブの親子２８人で団子作り
をおこないました。
みたらし団子や、自然林のクサイチゴを使って
イチゴ大福を作りました。子ども達みんなで協力
して、おいしくて見た目もかわいい団子ができま
した。４kg の団子がすぐになくなりました。

農園で タマネギを収穫
タマネギを収穫
５月１８日。キッズクラブの親子３４人が参加
して、田能の自然と文化の森協会の農園でタマネ
ギの収穫をしました。
苗の植え付けからちょうど半年、大きく立派な
タマネギがたくさんできていました。初めてタマ
ネギの収穫を体験する子どもがほとんどで、良い
経験ができました。６月はサツマイモの植え付けです。

尼崎で唯一の野生の蛍：田能のヒメボタルを観察
田能のヒメボタルを観察
５月２３、３０日に、藻川と農業公園で観察会をしま
した。とても多くのみなさんの参加がありました。キッ
ズクラブからもたくさんの参加があり、チカチカと光る
ヒメボタルのかわいい光を楽しみました。
尼崎では田能でしか見られないヒメボタル。これから
も、この自然をみんなの力で守っていきたいと思います。

ＢＹＱわくわく水質調査
５月２４日。藻川・猪名川の４か所で水質調査
をしました。少し前の雨でまだ増水していたため
か、今までよりも水質は悪かったようです。６月
１日：水辺で楽しもう③でも水質調査をします。

【キッズクラブ 活動予定】
2014. 6. 1
活動予定】
＝ 「楽しそうだな！」と思う活動にどんどん参加して、自然とのふれあいを 楽しみましょう !! ＝
☆☆ キッズクラブの帽子と名札を忘れずに持って、活動に
キッズクラブの帽子と名札を忘れずに持って、活動に参加してください
活動に参加してください ♪♪ ☆☆
水○
キ
６月 １日(
９時 30 分～１１時 30 分
○
１日(日) 水辺で楽しもう③「藻川で魚捕り」
藻川 中園橋河川敷 9:30 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
○ 藻川に入って魚を捕ろう＆アレチウリを抜こう
(一般の人 １人:200 円)
○ 水質調査(
ＢＹスタンプ対象
水質調査(終了後にキッズクラブで実施します)
終了後にキッズクラブで実施します)
☆ 持ち物＝水筒、帽子、水に入れる靴,(ぬれてもよい服装、タオル)(魚捕り用のタモ網は、貸し出します)
※ 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。
水○
キ
６月 ７日(
１０時 ～ １５時
○
７日(土) エコあまフェスタ 2014
塚口さんさんタウン・スカイコム広場
[雨天決行]
○ 環境を考えるお祭りです。子ども達が楽しめる体験コーナー・クイズコーナー等もたくさんあります。
※ キッズクラブで クラフトのお店。
クラフトのお店。自然と文化の森協会で
自然と文化の森協会で 藻川の魚や
藻川の魚や生き物の展示をします。
生き物の展示をします。
小・中学生、高校
ぜひ お店番をしてください。
小・中学生、高校生のキッズクラブのみなさん
、高校生のキッズクラブのみなさん。
生のキッズクラブのみなさん。(短い時間でもいいです)ぜひ
※ お店番できる人は、お知らせ下さい
【主催】あまがさき環境オープンカレッジ実行委員会
お店番できる人は、お知らせ下さい。
お知らせ下さい。
キ
６月１５日(
９時 30 分～１１時 30 分
○
６月１５日(日) サツマイモの苗の植え付け
農園 又は 市バス田能口バス停 9:30 集合
[雨天の時は、6/21(土)に延期]
① サツマイモの苗の植え付け
② 畑の野菜の見学(ビワの実が収穫できるかもしれません)
☆ 持ち物＝水筒、軍手、帽子
※ キッズクラブだけの活動です。
キッズクラブだけの活動です。ぜひ 参加して下さい ♪♪
※ 参加の可否＆集合場所
参加の可否＆集合場所を
＆集合場所を お知らせ下さい。
お知らせ下さい。(当日参加も
当日参加も ０Ｋです♪♪)
０Ｋです♪♪)
歴○
キ
６月２２日
○
６月２２日(日) 歴史ウォッチング「
歴史ウォッチング「加島＆
加島＆戸ノ内を歩く」
戸ノ内を歩く」 １３時 30 分～1６時 30 分
ＪＲ猪名寺駅 改札口 13:30 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
○ 加島や戸ノ内のまちを歩きます
※ 解散は阪急園田駅
(一般の人 １人:200 円)
☆ 持ち物＝水筒、帽子,(歩きやすい靴)
※ 他に交通費が必要です。
※ キッズクラブ以外の人も参加できます。 当日参加 ０Ｋです。
キ
６月２９日
９時 30 分～１２時
○
６月２９日(日) 七夕の笹飾り＆笹団子・かしわ餅を作ろう
自然林チョウの家 9:30 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
① 自然林のササで、七夕の笹飾り作り(作った笹飾りは、持ち帰ることができます)
② 笹団子やかしわ餅作り
☆ 持ち物＝水筒、帽子
※ キッズクラブだけの活動です。
キッズクラブだけの活動です。ぜひ 参加して下さい ♪♪
※ 準備のため、参加の可否をお知らせ下さい。
準備のため、参加の可否をお知らせ下さい。(当日参加も
当日参加も ０Ｋです♪♪)
０Ｋです♪♪)
水○
キ
７月 ６日(日) 水辺で楽しもう④「藻川で魚捕り」
９時 30 分～１１時 30 分
○
水辺で楽しもう④「藻川で魚捕り」
藻川 中園橋河川敷 9:30 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
① 藻川に入って魚を捕ろう
(一般の人 １人:200 円)
② アレチウリを抜こう
ＢＹスタンプ対象
☆ 持ち物＝水筒、帽子、水に入れる靴,(ぬれてもよい服装、タオル)(魚捕り用のタモ網は、貸し出します)
※ 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。
緑○
キ
７月１３日
30 分～11 時 30 分○
７月１３日(日) 猪名川自然林観察ウォーク②「夏の自然林を歩こう」
猪名川自然林観察ウォーク②「夏の自然林を歩こう」９時
の自然林を歩こう」
猪名川公園 入口 9:30 集合
[小雨決行]
【参加費】１人:１００円
○ 猪名川自然林で、チョウや花を見つけよう
(一般の人 １人:200 円)
かわいい花やチョウを見つけましょう♪♪
[解説] 石丸 京子 先生(環境学園専門学校)
◎ キッズクラブは、終了後に 草笛や木の葉笛＆ミニピザを
草笛や木の葉笛＆ミニピザを食べよう(
よう(予定)
予定)などをします。
などをします。
キッズクラブのみなさん。ぜひ参加して
キッズクラブのみなさん。ぜひ参加して下さい。
して下さい。
※ 準備のため、参加の可否を お知らせ下さい。
お知らせ下さい。(当日参加も
当日参加も ０Ｋです♪♪)
０Ｋです♪♪)
★ 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

