主催

連携

あまがさきおもちゃ病院 塚口診療所

主催

【日 時】 ６／１３（土）13：00～15：00
＜6 月～8 月第 2・第 4 土曜日 全６回＞
【場 所】 あまがさき環境オープンカレッジ（南塚口町 2 丁目）
【内 容】 尼崎から「エコな発明」を考える講座
【対 象】 市内在住・在勤・在学の人
【定 員】 先着 10 名
電話・E メール申込み （申込み 6/4～6/12）
【参加費】 無料
【主 催】 あまがさき「環境」発明研究会
▼申込み・問合せ
あまがさき「環境」発明研究会 担当:豊岡
０９０（１２２７）９７３０

【日 時】 ６／６（土）
・ ７／４（土）13：00～1５：０0
【場 所】 あまがさき環境オープンカレッジ（南塚口町 2 丁目）
【内 容】 おもちゃの治療をします。診療は無料ですが、部品交
換の必要な場合は、実費をいただくことがあります。
【参加費】 無料
※直接お越し下さい

主催

オープンカレッジ活動の森を育てよう
～ヤギと森で宝さがし～

【日 時】 ６／20（土）10：00～1２：０0
【場 所】 尼崎の森中央緑地 パークセンター（扇町 43）
【内 容】 ①森の手入れ(草抜き)体験 ②ヤギと触れ合い体験
③はじまりの森で宝探し
④森のクラフト(もっくん作り)
【持ち物】タオル、飲み物、軍手
汚れてもよい服装(長袖、長ズボン)
運動靴、帽子
【定 員】 20 名 電話・E メール申込み（申込み 6/4～６/18）
【参加費】 無料

主催
【日 時】
【場 所】
【内 容】
【対 象】
【参加費】

souzoujuku@gmail.com

6／２8（日）13：30～1５：30
あまがさき環境オープンカレッジ(南塚口町 2 丁目)
尼崎の森中央緑地の間伐材等自然の物を使って工作
親子
エコあま君
C 尼子騒兵衛＆
○
無料 ※直接お越し下さい

【日 時】 ７／18（土）13：00～1５：０0
【場 所】 西武庫公園 情報センターゆめハウス
（武庫元町３丁目）
【内 容】 武庫川を知る。魅力・環境・しくみを知って、川の生
かし方を一緒に考えよう。＜全４回＞
【定 員】 20 名 電話・E メール申込み（申込み 6/4～６/30）
【参加費】 無料

藻川クリーン作戦
【日 時】６／1７（水）13：00～14：30
※雨天中止
【場 所】藻川左岸河川敷
【集 合】藻川中園橋 東詰 (田能 1 丁目)
【内 容】①河原のゴミひろい ②植物観察
【参加費】無料
【持ち物】軍手、帽子、(ゴミはさみ)
▼問合せ：NPO 法人まいどいんあまがさき（見市）
０６（６４９８）４１８３

わがまち再発見歴史ウォッチング
【日 時】６／2１（日）13：30～16：30
※雨天中止
【場 所】園田のまち
【集 合】阪急園田駅１階
【内 容】穴太・冨田・椎堂のまちを歩き歴史を知る
【対 象】園田の歴史に興味や関心のある人
(家族での参加も歓迎します)
【定 員】 ３0 名
【参加費】1 人 200 円
【持ち物】水筒、帽子（歩きやすい靴）
▼申込み・問合せ：自然と文化の森協会（内田）
０９０（３４９０）８６２４
 hukumo08@bca.bai.ne.jp（福本）
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▼申込み・問合せ：あまがさき環境オープンカレッジ
 ０６（６４２１）０５４４

尼崎ＪＣ＆あまがさきエコクラブ

【日 時】６／７（日）9：40～1１：40
※雨天中止
【場 所】藻川河川敷
【集 合】藻川中園橋 河川敷(田能１丁目)
【内 容】①藻川に入って魚捕り
②水質調査
【対 象】自然に興味や関心のある子どもや大人
(家族での参加、歓迎します)
【参加費】1 人 200 円
【持ち物】水筒、帽子、タオル、入れ物
水に入れる靴、濡れてもよい服装
▼問合せ：自然と文化の森協会
０７０（５６５１）１１２３（佐藤）
hukumo08@bca.bai.ne.jp（福本）

武庫川を知る（１）

主催

エコ工作

水辺で楽しもう
「藻川に入って魚捕りをしよう」

尼崎から『エコな発明』を全国に！

aoce@gb4.so-net.ne.jp

森づくり体験
【日 時】６／７（日）
・６／１９（金）
・７／５（日）
9：45～12：00 ※雨天決行
【場 所】尼崎の森中央緑地(扇町 43)
【集 合】パークセンター
【内 容】森づくり作業
【参加費】無料
【持ち物】タオル、飲み物、帽子
汚れてもよい服装(長袖、長ズボン)
運動靴(または長靴)
▼問合せ：アマフォレストの会（あらもみ）
０９０（４２８４）５９６８

車いすロードをつくろう
【日 時】７／５（日）10：０0～12：30
※少雨決行(雨天時は 7/12 に順延)
【場 所】おおぞら広場(猪名川・藻川合流地点)
【内 容】おおぞら広場を車イスでも楽しめるよう
に、市民が力を合わせて車いすロードを設
置します
【参加費】無料
【持ち物】軍手、手ぬぐい、作業のできる服装
▼問合せ：
出会いの島プロジェクト実行委員会（出本）
０９０（６０６０）６６４９

水辺で楽しもう
「藻川で魚捕り＆ライフジャケットで川流れ」
【日 時】７／５（日）9：40～1１：40
※雨天中止
【場 所】藻川河川敷
【集 合】藻川中園橋 東詰(田能１丁目)
【内 容】①藻川で魚捕り
②ライフジャケットで川流れ
【対 象】自然に興味や関心のある子どもや大人
(家族での参加、歓迎します)
【参加費】1 人 200 円
【持ち物】水筒、帽子、タオル、濡れてもよい服装
水にはいれる靴、入れ物
▼問合せ：自然と文化の森協会
０７０（５６５１）１１２３（佐藤）
hukumo08@bca.bai.ne.jp（福本）

ふれあいアロマ
【日 時】6／8（月）・7／13（月）
10：00～12：00
【場 所】あまがさき環境オープンカレッジ
【内 容】アロマハンドトリートメント
【参加費】１人 100 円(オイル代)
▼問合せ：ふれあいアロマてとて（渡辺）
０９０（９６９７）３２７２

猪名川自然林で楽しもう
「七夕の笹飾りを作ろう」
【日 時】6／２８（日）9：40～11：40
※雨天中止
【場 所】猪名川自然林
【集 合】猪名川公園 入口(椎堂１丁目)
【内 容】七夕の笹飾り作り
(作った笹飾りは持ち帰れます)
【対 象】自然に興味や関心のある子どもや大人
(家族での参加、歓迎します)
【定 員】 ３0 名
【参加費】1 人 200 円
【持ち物】水筒、帽子、軍手、虫除け
▼申込み・問合せ：自然と文化の森協会（福本）
０９０（４０３０）３８３３
 hukumo08@bca.bai.ne.jp

猪名川自然林観察ウォーク
樹木の花やチョウをさがそう
【日 時】７／１２（日）9：40～1１：40
※小雨決行
【場 所】猪名川公園
【集 合】猪名川公園 南入口(椎堂１丁目)
【内 容】猪名川自然林の観察ウォーク
［観察ガイド］石丸京子先生(環境学園専門学校)
【対 象】自然に興味や関心のある子どもや大人
(家族での参加、歓迎します)
【参加費】1 人 200 円
【持ち物】水筒、帽子、虫除け（虫捕りアミ、虫かご）
▼問合せ：自然と文化の森協会（白樫）
０９０（８１６４）１９８０(18～20 時)
 whiteoak2007@yahoo.co.jp

★これから暑い季節になりますので、特に野外での活動は各自熱中症対策をお願いします。
※【対象】の記載がないイベントは、どなたでもご参加いただけます。また、
【定員】の記載がないイベントは、定員制限は特にありません。その他、日時・内容等が変更となる場合もありますので、
記載情報については各問い合わせ先にご確認ください。

