＝ 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．１０２
２０１５年 ４月 １日

自然と文化の森協会

猪名川キッズクラブ

春の自然をみんなで楽しみましょう
４月は、野草を摘んで食べよう(天ぷら、よもぎ団子作り)、レンゲ畑でお弁
当を食べようなど、春を楽しむ活動がいっぱいです。バウムクーヘン作りもあ
ります。春の自然を、みんなでいっぱい楽しみましょう。
2015 年度の猪名川キッズクラブは、昨年からの継続１７家族：２４人。新規
入会２家族：４人の、１９家族２８人(幼児：９人。小学生：１８人。中学生：
１人)でスタートです(キッズクラブへの入会は、いつでも受け付けています)。

咲き始めたレンゲの花
咲き始めたレンゲの花

猪名川自然林観察ウォーク＆木の葉笛作り
猪名川自然林観察ウォーク＆木の葉笛作り
３月８日。キッズクラブから親子２６人
が参加(全体で３７人)して、猪名川自然林
で春をさがしました。
ヤブツバキの花のあまい蜜(みつ)を吸い
ました。ウメやカワズザクラが花をさかせ、
春がそこまで来ているようでした。
キッズクラブは、ヤブツバキの葉を丸め
て木の葉笛を作り、差し入れのお餅を焼い
てみんなで食べました。

タマネギ畑の草ぬき＆ツクシさがし
タマネギ畑の草ぬき＆ツクシさがし
３月２２日。キッズクラブの親子２４人が参加して、
農園のタマネギ畑の草抜きをしました。みんなで抜くと、
たくさん生えていた草も、３０分程できれいになくなり
ました。５月１７日の収穫が楽しみです。
草抜きのあとは、藻川の堤防に移動してツクシ採りで
す。かわいいツクシがたくさん生えていました。お家で
ツクシ料理で春の味覚を味わってもらいます。
最後は、堤防の斜面でソリ遊びです。小さな子ども達
もすぐに上手にすべれるようになりました。

被災地の子ども達と交流しました
被災地の子ども達と交流しました
３月２８日。福島県などから、放射能汚染のない宝塚に
１週間の保養キャンプに来ている子ども達が猪名川自然林
にやって来ました。キッズクラブの子ども達と一緒に、バ
ウムクーヘン作りやドングリ笛・木の葉笛などで自然との
触れ合いを楽しんでもらいました。
子どもと一緒に参加されているお母さんの、
「自然の中で
落ち葉や土に触れたり、木の葉をさわるなど、普通ならあ
たりまえにできることができませんでした。今日は自由に
できてうれしいです」という言葉が、心に残りました。
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
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。
※ 昆虫食試食会 ４月４日(土) １１:００から先着３０人。

【キッズクラブ 活動予定】
2015. 4. 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 ♪♪ ☆☆
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
みんなのおうち(南東の空が見えるところ)
[雨天中止]
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 野草料理(天ぷら、おひたし 等)やヨモギ団子を作ろう
☆ 持ち物＝軍手、水筒、帽子、タオル、おにぎり
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。
※ キッズクラブは当日参加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○
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
① 猪名川自然林の観察
(一般の人 １人:200 円)
② バウムクーヘンを作ろう
☆ 持ち物＝軍手、水筒、帽子、タオル
※ 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。
※ できるだけ 事前に参加の可否を お知らせ下さい ♪♪
４月１８日
１０時 ～ １４時
４月１８日(土) 出会いの島・豆島フェスタ
おおぞら広場(東園田町８丁目)
[雨天中止]
【参加費】無 料
Ｅボート乗船体験。模擬店。野菜の販売。子どもコーナー など
※ 一般募集イベントです。どなたでも参加いただけます。
【主催】出会いの島・豆島プロジェクト
水○
キ
４月２６日
９時 40 分～１３時
○
４月２６日(日) 田能のレンゲ畑でお弁当を食べよう
藻川中園橋 東詰 9:40 集合
[雨天:4/29 に延期]
【参加費】１人:１００円
① 藻川の河川敷でイタドリ採り＆草花摘み
(一般の人 １人:200 円)
② 農業用水路や歴史遺産をめぐり、レンゲ畑で花遊び＆お弁当
ＢＹスタンプ対象
☆ 持ち物＝お弁当、敷物、軍手、水筒、帽子、(歩きやすい靴)
※ 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。
水○
キ
５月 ３日(日) 水辺で楽しもう「藻川でカニを釣ろう」
９時 40 分～１1 時４０分
○
藻川中園橋 東詰 9:40 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
① 藻川の河川敷で花摘み
(一般の人 １人:200 円)
② クロベンケイガニを釣ろう
ＢＹスタンプ対象
☆ 持ち物＝軍手、水筒、帽子、タオル、(歩きやすい靴)
※ 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
５月１０日
40 分～１1 時 4０分
○
５月１０日(日) 猪名川自然林観察ウォーク「自然林を歩こう」９時
猪名川自然林観察ウォーク「自然林を歩こう」
猪名川公園 入口 9:40 集合
[小雨決行]
【参加費】１人:１００円
○ 新緑の自然林を歩いて観察します
(一般の人 １人:200 円)
※ 終了後、キッズクラブは 自然林で「団子作り」をします。ぜひ 参加して下さい。
農
キ○
５月１７日
９時 4０分 ～ 1１時 40 分
○
５月１７日(日) タマネギの収穫
農園(タマネギ畑) 9:40 集合
[雨天延期]
○ タマネギの収穫
※ 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。
※ ダイエー塚口店の「幸せの黄色いレシートキャンペーン」助成対象団体に、自然と文化の森協会を登録していただいています。毎月
１１日に発行される黄色いレシートをお店に備え付けの自然と文化の森協会のＢＯＸに入れていただくと、お買い上げ金額の１％が
ダイエーから自然と文化の森協会に助成していただけます(2014 年度下半期：14,632 円の助成をいただきました)。

