＝ 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
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自然と文化の森協会

猪名川キッズクラブ

春は、すぐそこまで来ています
堤防で草すべり

３月は、藻川の河原や猪名川自然林で春を見つけます。草が芽を出し、かわい
い花も咲き始めます。春分の日には、ツクシもかわいい姿をみせてくれます。ま
た、草が生えてきた堤防で、ソリで草すべりもしたいと思います。暖かい春を楽
しみに、春がやってきたしるしを、みんなで見つけましょう。

水辺で楽しもう「
水辺で楽しもう「冬の野鳥や生き物観察」
冬の野鳥や生き物観察」
２月１日。氷の張るとっても寒い日でし
たが、キッズクラブから親子５人(全体で
１９人)が参加して、猪名川公園で楽しみ
ました。 野鳥観察では、シロハラがアキ
ニレの実を食べている様子を見ました。
木にまかれた菰(こも)を外すと、クモの
仲間がたくさんいました。カメムシやゴミ
ムシダマシの仲間、ガの幼虫も、寒さをさ
けるためにかくれていました。

第 12 回 猪名川クリーン作戦に参加
２月７日。猪名川の上流にある猪名川町から下流の尼崎市まで、２４か所
で一斉にゴミ拾いがおこなわれました。猪名川公園北側でのポイントに、キ
ッズクラブからも親子１０人(全体で５０人)が参加しました。
空き缶やペットボトルなどで、大きなゴミ袋が次々にいっぱいになります。
みんなでがんばったので、おいしいぶた汁の炊き出しをいただきました。

猪名川自然林で
猪名川自然林で、
然林で、お餅つき＆朽木(くちき)の生き物さがし
２月８日。キッズクラブから親子２７人が参加(全
体で３９人)して、猪名川自然林で楽しみました。自
然と文化の森協会のスタッフに前日から準備しても
らい、子ども達もきねを持ってお餅つきをしました。
白・ピンク(エビ)・緑(海苔)・黄(きな粉)、色とり
どりのおいしいお餅ができました。あん餅も、おいし
かったです。
クワガタムシ(コクワガタ)を発見
クワガタムシ
を発見 ♪♪
朽木を崩して生き物さがしをしました。ゴミムシダ
マシやハサミムシにまじって、コクワガタの成虫が見
つかりました。ここ数年はまったく見つかっていなか
ったので、生息していることが分かってよかったです

コクワガタを発見
コクワガタを発見

2015 年度 キッズクラブ会員(
キッズクラブ会員(登録)
登録)を受け付け ♪♪
キッズクラブは、傷害保険加入の関係もあり１年ごと(４月～翌年３月)の登録制になっています。４月以降
も継続参加される方は、
2015 年度の登録が必要になります(キッズクラブ会員の新規募集もおこなっています)。
継続登録
継続登録は、
登録は、３月
は、３月２日
３月２日(
２日(月)までに 福本まで
福本までメールで
までメールでご連絡
メールでご連絡下さい
ご連絡下さい(登録費は、活動参加時にお支払い下さい)。
[福本] Ｅメール hukumo08@bca.bai.ne.jp
※ 登録費＝１家庭:500 円＋子ども１人:500 円。

【キッズクラブ 活動予定】
2015. 3. 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
３月 １日(日) 水辺で楽しもう「河原で春を見つけよう」
９時 30 分～１１時 30 分
○
水辺で楽しもう「河原で春を見つけよう」
藻川 中園橋 9:30 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
① 河川敷を歩いて春を見つけよう＆クズのつるで綱引きをしよう(予定)
(一般の人 １人:200 円)
② 堤防でソリに乗って草すべりをしよう。 草すべり用のソリを ６個買いました♪♪
ＢＹスタンプ対象
☆ 持ち物＝軍手、水筒、帽子、(双眼鏡、虫めがね、汚れてもよい服とズボン)
※ 一般募集イベントです。キッズクラブ以外の人も参加できます。当日参加 ０Ｋです。
緑○
キ
３月 ８日(日) 自然林観察ウォーク「自然林で春をさがそう
９時 30 分～1１時３0 分
○
自然林観察ウォーク「自然林で春をさがそう」
「自然林で春をさがそう」
猪名川公園 入口 9:30 集合
[雨天決行]
【参加費】１人:１００円
○ 猪名川自然林で春をさがそう
(一般の人 １人:200 円)
☆ 持ち物＝水筒、帽子、軍手、(双眼鏡、虫めがね)
※ 終了後、キッズクラブは 自然林で活動をします。ぜひ
※ 当日参加０Ｋです。
自然林で活動をします。ぜひ 参加して下さい。
① 木を切って自然林の手入れ

② おもちを焼いて食べよう

農
キ○
３月２２日
９時３０分 ～ 1１時 30 分 ○
３月２２日(日) タマネギ畑の草抜き＆藻川でツクシを採ろう
農園(タマネギ畑) 9:30 集合
[雨天中止]
【参加費】無 料
① タマネギ畑の草抜き＆野菜やレンゲ畑の観察
② 藻川の堤防でツクシを採ろう
☆ 持ち物＝軍手、水筒、帽子、(ビニル袋)
※ キッズクラブだけの活動です。みんなで、一緒に楽しみましょう。
※ 当日参加０Ｋですが、できれば 事前に参加の可否を お知らせ下さい♪♪
キ
３月２８日
１０時～１５時
○
３月２８日(土) フクシマなどの被災地
フクシマなどの被災地の子ども達と
などの被災地の子ども達と自然林
の子ども達と自然林で遊ぼう
自然林で遊ぼう
猪名川公園 入口 ９:４５集合
[雨天中止]
☆ 持ち物＝お弁当、水筒
○ 猪名川河川敷で野草を採ったり、草遊び。猪名川公園で自然観察オリエンテーリングなどをします。

※ 福島県などから春休みの間、放射能汚染のない宝塚に保養キャンプに来ている子ども達が遊びに来ます。

キッズクラブのみなさんも、一緒に遊びませんか ♪♪
※ 午前のみ、午後のみの参加もＯＫです。 当日参加 ０Ｋですが、できれば事前にお知らせ下さい。
キ
４月 ４日(土) 皆既月食(
１９時１５分～２２時４５分
○
皆既月食(かいきげっしょく)
かいきげっしょく)を観よう
自分の家(南東の空が見えるところ)
欠け始め

皆既始まり

食の最大

皆既終わり

食の終わり

１９:１５ ～ ２０:５４ ～[２１:００]～ ２１:０６ ～ ２２:４５
水○
キ
４月 ５日(日) 水辺で楽しもう「野草を摘んで食べよう」
９時 40 分～１２時３０分 ○
猪名川公園 入口 9:40 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
① 猪名川の河川敷で野草摘み
(一般の人 １人:200 円)
② 野草を調理して食べよう(天ぷら、おひたし、よもぎ団子 など)
ＢＹスタンプ対象
※ 一般募集イベントです。キッズクラブ以外の人も参加できます。
キ○
緑
４月１２日
４月１２日(日) 自然林で楽しもう「バウムクーヘンを作ろう」 ９時 40 分～１２時３０分 ○
猪名川公園 入口 9:40 集合
[雨天:4/19 に延期]
【参加費】１人:１００円
○ バウムクーヘンを作ろう
(一般の人 １人:200 円)
※ 一般募集イベントです。キッズクラブ以外の人も参加できます。
伊丹市昆虫館
伊丹市昆虫館 ４月６日まで
４月６日まで 企画展「 昆虫食 ～とる・つくる・たべる～
～とる・つくる・たべる～ 」
日本や世界９か国の昆虫食が実物等で４０種類ほど展示されており、イナゴの佃煮等の販売もあります。

◎ 昆虫食のお話 ３月 ８日(日) １３:３０～１６:２０
◎ 昆虫食試食会 ３月２２日(日)。４月４日(土) １１:００から先着３０人。
★ 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 

