＝ 子どもも まちの主人公 ♪♪ ＝

＝ 園田の自然を 楽しもう ♪♪ ＝
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キッズクラブ通信

２０１５年 ５月 １日

自然と文化の森協会

猪名川キッズクラブ

草花のにおいと味覚を楽しもう
藻川の河川敷や猪名川自然林の観察ウォークでは、草花や木の葉のにお
いを楽しみます。猪名川自然林のクサイチゴの実でいちご大福作りもしま
す。タマネギの収穫もあり、初夏の味覚もいっぱい楽しめます。
貴重な生き物にも出会えます 藻川のクロベンケイガニやヒメボタルは、
棲めるところが少なくなったり、数が少なくなった希少生物として兵庫県
のレッドデータブックに記載されている貴重な生き物です。

クサイチゴの花

野草を食べたのはスタッフだけでした
４月５日は、あいにくの雨のため、実施することはできませんでした。
しかし、準備に集まったスタッフ３人で、
昆虫食の試食セット
昆虫食の試食セット
カンゾウ・タンポポ・スイバ・ハコベ・
ミツバなどを湯がいて味わいました。
昆虫食の
昆虫食の試食会に参加
４月４日。伊丹市昆虫館でのイベントに、
キッズクラブから３人が参加しました。

おいしいバウムクーヘンが焼けた
４月１２日。キッズクラブから親子３１人が参加し
ました。全体では、１５１人もの参加があり、大にぎ
わいでした。たくさんの人達と一緒に、バウムクーヘ
ン作りを楽しみました。とってもおいしいバウムクー
ヘンが焼き上がりました。キッズクラブは、準備や後
片付けも手伝いました。
雨が降り続いたあとだ
ったので、大きなキクラ
ゲがたくさん生えていま
した。お土産にしました。
茹でると美味しいです。
キクラゲ
※ 活動を通して、新しく９家族１６人の加入があり、キッズクラブは３０家族４８人になりました ♪♪

藻川でイタドリをさが
藻川でイタドリをさがし、レ
さがし、レンゲ畑でお弁当
し、レンゲ畑でお弁当
４月２６日。キッズクラブから親子３２人が参加(全体では
８８人)しました。藻川でイタドリをさがして、食べてみたり、
笛を鳴らしたりしました。田能の力石も見学しました。
レンゲ畑では、お弁当を広げ、花飾りを作りました。テント
ウムシやアマガエルがたくさんいました。子ども達は、手づか
みでつかまえていました。田んぼがあるから楽しめるレンゲ畑
です。向かいの農園ではキッズクラブで植えたタマネギが大き
く育っていました。５月１７日の収穫が楽しみです。
※ PC のベイコム地元ニュースで様子をご覧頂けます。 http://baycom.jp/service/cable_tv/community/news/jimoto_h.html

全国こどもエコクラブ
全国こどもエコクラブ(
クラブ(環境省)
環境省)から、手帳とバッジが届きました
から、手帳とバッジが届きました
手帳には活動の記録が書けます。エコクラブバッジはキッズクラブの帽子につけてください♪♪

【キッズクラブ 活動予定】
2015. 5. 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
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(クサフジ、カラシナ など)
(一般の人 １人:200 円)
ＢＹスタンプ対象
② クロベンケイガニを釣ろう
☆ 持ち物＝軍手、水筒、帽子、タオル、(虫捕り網、虫かご、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。当日参加も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)
☆ 持ち物＝軍手、水筒、帽子、タオル、おにぎり(お昼ご飯)
※ 終了後、キッズクラブは 自然林で「団子作り
自然林で「団子作り」をします。ぜひ
団子作り」をします。ぜひ 参加して下さい。
自然林の
自然林のクサイチゴの
クサイチゴの実を採って、いちご大福をみんなで
を採って、いちご大福をみんなで作りましょう。
みんなで作りましょう。
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＝５/２３(土)に延期] 【参加費】１家族:２００円
○ タマネギの収穫
☆ 持ち物＝軍手、水筒、帽子、入れ物(スーパーの袋)
※ キッズクラブだけの活動です。みんなで、タマネギの収穫を
ッズクラブだけの活動です。みんなで、タマネギの収穫を楽しみましょう。
タマネギの収穫を楽しみましょう。ぜひ
楽しみましょう。ぜひ 参加して下さい。
キ○
緑
５月２２日
１９時 4５分～２1 時 ○
５月２２日(金) ヒメボタル観察会：田能のお姫様に会えるかな？
藻川中園橋 東詰 19:45 集合 [雨天中止]
【参加費】１家族:１００円
○ ヒメボタルの観察
(一般の人 １人:100 円)
☆ 持ち物＝懐中電灯、(歩きやすい靴)
ＢＹスタンプ対象
※ ヒメボタルは希少生物に指定されています。捕獲や持ち帰りはできません。
※ 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。
キ○
水
５月２３日(
９時４０分 ～ 1１時４０分
○
５月２３日(土) BYQ わくわく調査隊：
わくわく調査隊：水質調査
調査隊：水質調査
藻川中園橋 東詰 ９:40 集合
[雨天延期]
ＢＹスタンプ対象
○ 藻川・猪名川の水質調査(中園橋・大井堰・猪名川橋・利倉橋→猪名川公園で解散)
※ 当日参加 ０Ｋです。 必ず 自転車で参加して下さ
自転車で参加して下さい
下さい(自転車で移動しながら調べます)
自転車で移動しながら調べます)。
キ○
緑
５月２９日
１９時 4５分～２1 時
○
５月２９日(金) ヒメボタル観察会：かぐや姫に会えるかな？
農業公園 入口 19:45 集合
[雨天中止]
【参加費】１家族:１００円
○ ヒメボタルの観察
(一般の人 １人:100 円)
☆ 持ち物＝懐中電灯、(歩きやすい靴)
ＢＹスタンプ対象
※ ヒメボタルは希少生物に指定されています。捕獲や持ち帰りはできません。
※ 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。
事○
緑
５月３０日
１９時 4５分～２1 時
○
５月３０日(土) ヒメボタル観察会：蛍のお姫様に会えるかな？
ヒメボタル観察会：蛍のお姫様に会えるかな？
藻川上園橋 西詰 19:45 集合 [雨天中止]
【参加費】１家族:１００円
○ ヒメボタルの観察
☆ 持ち物＝懐中電灯
(対象：猪名寺自治会＆森協会＆キッズクラブ)
水○
キ
６月 ６日(土) エコあまフェスタ 2015
１０時 ～ １５時
○
塚口さんさんタウン：スカイコム広場 [雨天決行] 【主催】あまがさき環境オープンカレッジ・尼崎市
◎ 自然と文化の森協会は、藻川の魚などの生き物展示。キッズクラブは、クラフト販売をします。
キッズクラブの小学生のみなさんは、お手伝いに来てください(遊びに来るだけでも OK です)。
水○
キ
６月 ７日(日) 水辺で楽しもう「藻川で魚捕り」
９時 40 分～１1 時４０分
○
藻川中園橋 河川敷 9:40 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
農
キ○
６月１４日
９時 4０分 ～ 1１時 40 分
○
６月１４日(日) さつま芋の植え付け
農園 9:40 集合
[雨天＝６/２０(土)に延期予定]
※ キッズクラブだけの活動です。
★ 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

