＝ 子どもも まちの主人公 ♪♪ ＝

キッズクラブ通信

＝ 園田の自然を 楽しもう ♪♪ ＝

Ｎｏ．９７
２０１４年１１月 １日

自然と文化の森協会

猪名川キッズクラブ

藻川や自然林の秋を楽しみましょう
～ 紅葉と実りの秋を
紅葉と実りの秋を みんなで楽しもう ♪♪ ～

水辺で楽しもう
水辺で楽しもう⑧
で楽しもう⑧「バッタと遊ぼう」
「バッタと遊ぼう」
１０月５日。台風１８号が近づく中でしたが、キッズクラブか
ら親子８人(全体で２０人)が参加して猪名川の河川敷でバッタ捕
りを楽しみました。
捕れたバッタの観察のあとは、自然林のチョウの庭に戻って試
食会です。トノサマバッタ、ショウリョウバッタ、イナゴ、エン
マコオロギなどを空揚げにします。子ども達は、
「おいしい♪♪」
と、何匹も食べていました。エビの味と食感がしました。

猪名川自然林で遊ぼう
猪名川自然林で遊ぼう③
遊ぼう③「木の実や木の葉で楽しもう」

アケビ

１０月１２日。台風１９号が近づく中での実施で
した。キッズクラブから親子１３人(全体で１９人)
が参加して、木の実拾いなどを楽しみました。
ムクノキ、アケビ、マテバシイなどの実を試食し
ました。
「おいしい！」と好評でした。クラフト作り
では、木の枝などでアンパンマン、クマなどのかわ
いいペンダントを作りました。

農作業体験④さつま芋を
さつま芋を収穫
１０月１８日。キッズクラブの親子１４人
が、農園で芋ほりをしました。６月に子ども
達が植え付けた苗が、大きく育っています。
つるを刈り取り、シャベルで掘ると、大き
なさつま芋が姿をあらわします。小さなカエ
ルも飛び出し、子ども達は大喜びです。畑の
土や生き物とも触れ合った芋掘りでした。

もぐもぐまつりでお店の手伝い
お店の手伝い
１０月１９日。バウムクーヘン作りとクラフト作
りのお店をしました。卵を割って、バターや砂糖、
粉と混ぜてバウムクーヘンの材料を作りました。
クラフト作りにもたくさんのお客さんが来てくれ
て、大いそがしでした。最後に、みんなで自分達の
バウムクーヘンを焼きました。おいしかったです♪

藻川(中園橋)
中園橋)・猪名川(猪名川橋)
猪名川橋)で 水質調査
１０月２６日。キッズクラブからは親子２人の参加で、ス
タッフ４人と水質調査をしました。２ヵ所とも COD はやや高
め(6mg)でしたが、透明度・NH₄-N(アンモニウム態窒素)：0.2mg・pH
(水素イオン濃度)：7 はきれいな水であることを示していました。

【キッズクラブ 活動予定】
2014.11. 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
１１月 ２日(日) 水辺で楽しもう⑨「藻川で魚釣り
９時 30 分～１１時 30 分
○
「藻川で魚釣り」
魚釣り」
藻川 中園橋 9:30 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
① 藻川で魚を釣ろう
(一般の人 １人:200 円)
ＢＹスタンプ対象
② 釣った魚を食べよう(空揚げにします)
☆ 持ち物＝水筒、帽子、タオル,(釣り道具)。 ※ 釣竿の貸し出しもあります。
※ 当日参加０Ｋですが、でき
当日参加０Ｋですが、できる
が、できるだけ 事前に参加の可否をお知らせ下さい
事前に参加の可否をお知らせ下さい ♪♪
水
１1 月 ４日(
○
４日(火)～７日(
～７日(金) 猪名川 水環境 パネル展
イオンモール伊丹(JR 伊丹駅東) １階
【参加費】無 料
○ 猪名川水環境パネル展 ＆ 猪名川のいいな写真展
【主催】国土交通省猪名川河川事務所
※ ５日(
５日(水)14:00
14:00～18:30、自然と文化の森協会が藻川の生き物を展示し
18:30、自然と文化の森協会が藻川の生き物を展示し、水質調査体験もでき
、自然と文化の森協会が藻川の生き物を展示し、水質調査体験もできます。
、水質調査体験もできます。
緑○
キ
１１月 ９日(日) 自然林観察ウォーク④「紅葉の自然林を歩こう」
○
「紅葉の自然林を歩こう」 ９時 30 分～14 時 00 分
猪名川公園 入口 9:30 集合
[小雨決行]
【参加費】１人:１００円
① 猪名川自然林で、紅葉や木の実をさがそう
(一般の人 １人:200 円)
② 尼芋(サツマイモ)の焼き芋を食べよう
③ 落ち葉のプールで遊ぼう
※ 終了後、キッズクラブは 自然林で 活動をします。
① 芋がゆを食べよう

② 朽木の生き物さがし ＆ カブトムシのベッド造り

タマムシの幼虫が見
タマムシの幼虫が見られるかもしれません。ぜひ 参加して下さい。
１１月１６日
１１月１６日(日) 自然と文化の森収穫祭
自然と文化の森収穫祭 ～田能の農地や自然の恵みに感謝～
農業公園(田能５丁目) １０時～1４時
[雨天中止]
田能の里芋や地元野菜の販売。里芋たっぷり:のっぺい汁・おでん。森のステージ。
食べ物のお店(焼き芋、焼きそば、カレー、綿菓子)。子どもコーナー。などなど

※ 自然と文化の森協会
自然と文化の森協会のお祭りです。
と文化の森協会のお祭りです。 だれでも参加できます。
※ キッズクラブも クラフトの
クラフトのお店をします。ぜひ
お店をします。ぜひ 参加してください。
参加してください。
キ○
水
１１月２２日
１１月２２日(土) BYQ わくわく水質調査 ９時 30 分～1１時 30 分 ○
藻川 中園橋 9:30 集合
[雨天延期]
【参加費】無 料
① 猪名川・藻川の水質調査(中園橋→大井堰→猪名川橋→利倉橋→猪名川公園)
② 河原の植物や生き物観察
※ 自転車で移動します。必ず自転車で参加してください。
※ キッズクラブ以外の人も参加できます。当日参加 ０Ｋです。
ＢＹスタンプ対象
農
キ○
１１月２３日
１１月２３日(日) 農作業体験⑤「タマネギの植え付けをしよう」
９時３０分 ～ 1１時
○
自然と文化の森協会・農園
[雨天＝11/30 に延期]
○ タマネギの苗を植え付け
☆ 持ち物＝水筒、帽子、軍手、タオル、(長靴)
※ キッズクラブだけの活動です。
※ 当日参加０Ｋです
当日参加０Ｋですが、
０Ｋですが、で
が、できるだけ 事前に参加の可否を お知らせ下さい ♪♪
水○
キ
１２月 ７日(日) 水辺で楽しもう⑩「藻川の河原を歩こう」
９時 30 分～１１時 30 分
○
藻川 中園橋 9:30 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
① 河原の植物観察＆ひっつき虫で遊ぼう
(一般の人 １人:200 円)
② クルミの実をさがそう
ＢＹスタンプ対象
☆ 持ち物＝水筒、帽子、(双眼鏡、歩きやすい靴、長ズボン・長そで服)
※ キッズクラブ以外の人も参加できます。当日参加 ０Ｋです。
水○
キ
１２月２０日
１３時 30 分～1６時 30 分
○
１２月２０
日(土) 猪名川 水環境 交流会
池田市：商工会館(阪急池田駅北東すぐ)
【参加費】無 料
※猪名川キッズクラブからも、子ども達の代表が活動を発表します。
【主催】国土交通省猪名川河川事務所
★ 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
※ ホームページのニュースレターも ご覧ください。毎週 更新しています ♪♪
自然と文化の森協会 検索 

