＝ 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 ７月 １日

自然と文化の森協会

猪名川キッズクラブ

夏の自然林には、
自然林には、蚊がいっぱい
梅雨の雨の恵みで、自然林にはたくさんのキノコが顔を出しています。
草もどんどん伸びていきます。ヤブカラシがフェンスに巻きつき花をつけ、
その花にアゲハチョウの仲間がたくさん蜜を吸いにきます。
暑くなり、自然林には蚊がいっぱい飛ぶようになりました。自然林での
活動の時には、自分の身を守るために『帽子・首にタオル・長そで服・長
ズボン・靴下＆靴』で参加して下さい。キッズクラブが３４家族５５人になりました。

自然林へは、この格好がピッタリです
自然林へは、この格好がピッタリです

エコあまフェスタに参加
６月６日

６月６日におこなわれたエコあまフ
ェスタでクラフトのお店をし、キッズ
クラブから親子１８人が参加しました。
篠原さんのウグイス笛が好評でした。
となりのブースで藻川の水質検査を
体験したり、たくさんのブースを回っ
て環境問題についても考えました。

藻川に入って魚捕り
藻川に入って魚捕り
６月７日。今年最初の川に入っての
活動です。キッズクラブから親子５７
人(全体で１２４人)が参加して、アミ
を手に魚捕りを楽しみました。
ウキゴリ・チチブ・テナガエビ・ヤ
ゴがたくさん捕れました。数が少なく
なっているクサガメも見つかりました。
藻川漁業協同組合のアユの稚魚の放
流にも参加しました。

自然林のササで、七夕
自然林のササで、七夕の笹
七夕の笹飾り作り
の笹飾り作り
６月２８日。キッズクラブから親子３３人(全体で４７人) が
参加して、自然林のササで七夕の笹飾りを作りました。短冊に
願い事を書き、色紙で飾りを作ります。お家に持って帰るステ
キな笹飾りがたくさんできました。
アカメガシワの葉でカバンを作って花を入れ、ステキな花か
ごも作りました。猪名川公園のヤマモモの実を収穫し、自然の
恵みも味わいました。子ども達は、虫捕りにも夢中でした。

さつま芋の苗
さつま芋の苗が
の苗が、元気に育っています
[5/31 植え付けの感想] サツマイモの植え付け、楽しかったです。久しぶりに手が汚れる事も気にせ
ず、土を触りました。子ども達も、意外と説明通りに進んで作業をして、大きくなる事を楽しみにしてい
ました。サツマイモの苗って、つるを植えるんですね・・・。芋を植えただけでは芋が出来ない、つるを

６月２８日の様子

植えて、つるの葉の付け根から根っこが出て来るそこからでないと芋が出来ないと聞いてすごくびっくりしました。まだまだ、知らな
い事が沢山あって、自然を学ぶのはとても楽しいです。子ども達に小さいころからそれを体感させる事が出来て、嬉しく思っています。

【キッズクラブ 活動予定】
2015. 7. 1
活動予定】
＝ 活動には、やさしい心・自然を大切にする心を持って参加してください。
まわりの人へのあいさつや、お礼の言葉も忘れずに・・・ ＝
☆☆ キッズクラブの帽子と名札。水辺で
キッズクラブの帽子と名札。水辺での活動は、
の活動は、BY スタンプ用紙も
スタンプ用紙も 忘れずに ♪♪ ☆☆
水○
キ
７月 ５日(日) 水辺で楽しもう「藻川で魚捕り＆川流れ」 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
① 藻川に入って魚捕り
(一般の人 １人:200 円)
② ライフジャケットを着て川流れ
ＢＹスタンプ対象
☆ 持ち物＝水筒、帽子、タオル、水に入れる靴、入れ物、(濡れてもよい服装)
※ ライフジャケットがある人は持参ください。
※ 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
７月１２日
９時 40 分～１1 時 4０分
○
７月１２日(日) 猪名川自然林観察ウォーク
猪名川公園 入口 9:40 集合
[小雨決行]
【参加費】１人:１００円
① 新緑の自然林を歩いて観察ウォーク
(一般の人 １人:200 円)
② 花やチョウ・虫をさがそう
☆ 持ち物＝水筒、帽子、タオル、虫除け、(虫捕りアミ、虫かご)、(長そで服、長ズボン)
※ 終了後、キッズクラブは 自然林でみたらし
自然林でみたらし団子作り
みたらし団子作りをします
団子作りをします。
をします。 おにぎり(お昼ご飯)
水○
キ
７月１９日
７月１９日(日) 水辺で楽しもう「水路でドジョウをさがそう」 ９時 40 分～１1 時４０分 ○
園和北小学校南門前 9:40 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
① 農業用水路でドジョウやザリガニさがし
(一般の人 １人:200 円)
捕れたドジョウは、家で飼うことができます。
ＢＹスタンプ対象
② 捕れた生き物の観察
☆ 持ち物＝水筒、帽子、タオル、水に入れる靴、入れ物、(濡れてもよい服装)
※ 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。
キ○
緑
7 月２4
○
月２4 日(金) 自然林で、神秘的なセミの羽化に立ち会おう
自然林で、神秘的なセミの羽化に立ち会おう ９時 40 分～１1 時 4０分
猪名川公園 管理事務所 19:45 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
○ セミの幼虫をさがして、セミの羽化を観察しよう
(一般の人 １人:200 円)
☆ 持ち物＝懐中電灯、水筒、虫除け、(長そで服、長ズボン、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。当日参加も０Ｋです。
※ 猪名川公園管理事務所のご協力で、猪名川公園の駐車場が使用できます。
水○
キ
８月 ２日(日) 水辺で楽しもう「藻川で魚捕り＆川流れ」 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
○ 藻川に入って魚捕り＆川流れ
(一般の人 １人:200 円)
☆ 持ち物＝水筒、帽子、タオル、水に入れる靴、入れ物、(濡れてもよい服装)
※ ライフジャケットがある人は持参ください。
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。当日参加も０Ｋです。
※ 終了後、キッズクラブは
終了後、キッズクラブは 午後も水辺で活動します。
午後も水辺で活動します。 おにぎり(お昼ご飯)
① 藻川の魚をから揚げで食べよう。②
藻川の魚をから揚げで食べよう。② イカダに乗ろう。③
イカダに乗ろう。③ 川で遊ぼう
水○
キ
８月 ９日(日) ６種類のセミとキリギリスをさがそう
９時 40 分～１1 時 4０分
○
猪名川公園 入口 9:40 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
○ セミやキリギリス・バッタを捕まえよう
(一般の人 １人:200 円)
☆ 持ち物＝水筒、帽子、タオル、虫除け、虫かご、(虫捕りアミ)
※ 終了後、キッズクラブは 午後も自然林で
午後も自然林で活動します。
自然林で活動します。 おにぎり(お昼ご飯)
① そうめんパーティー＆セミのから揚げ試食
そうめんパーティー＆セミのから揚げ試食
② お話：１３歳の時に原爆を見た －1945 年８月のヒロシマ－
年８月のヒロシマ－
第 12 回 猪名川・藻川水辺まつり ９月１３日
９月１３日(日) 藻川 中園橋河川敷 9 時～15
時～15 時 (雨天中止)
★ 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 

