＝ 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 ８月 １日

自然と文化の森協会

猪名川キッズクラブ

安藤スポーツ・食文化振興財団から活動支援
猪名川キッズクラブが、2015 年度のトム・ソーヤースクール企画コンテ
ストへの活動支援団体(一般は全国で２５団体)に選ばれました。安藤スポ
ーツ・食文化振興財団から、活動支援として支援金とチキンラーメン１ヵ
月分(３０個)をキッズクラブにいただきました。
８月は、お昼を食べての活動が続きます。暑い夏ですが、自然の中でい
っぱい楽しみましょう。 [キッズクラブが、３６家族：５８人になりました]
キッズクラブが、３６家族：５８人になりました]

藻川で魚捕りを楽しむ
藻川で魚捕りを楽しむ
７月５日。キッズクラブの親子３７人(全体で７３人)が
参加して魚捕りを楽しみました。前日の雨で２０cm 程増水
していたため流れも速くなり、ライフジャケットを着けて
の川流れはできませんでした。
増水で岸辺近くだけでの活動になりましたが、ウナギの
幼魚やマハゼの幼魚がいつもよりたくさん捕れました。シ
ジミの小さな稚貝も見つけました。

自然林観察ウォーク＆団子作り
自然林観察ウォーク＆団子作り
７月１２日。キッズクラブから親子２７人(全
体で４５人)が参加して、猪名川自然林での虫捕
りを楽しみました。たくさんのチョウ・トンボ・
バッタを捕まえることができました。
自然林に戻って、団子作りをしました。何回目
かの団子作りになり、みんな上手に素早く作って
いました。おいしいみたらし団子やきな粉団子が
できました。準備や片づけも頑張りました。

ホシミスジ

農業用水路でドジョウを捕った
７月１９日。朝から雨が降るお天気でしたが、
キッズクラブから親子４１人(全体で５７人)の
参加がありました。
ドジョウやタモロコ、ザリガニなどがたくさ
ん捕れました。絶滅危惧種に指定されているメ
ダカも見つかりました。小さな水路ですが、た
くさんの生き物が生息しています。

神秘的なセミの羽化を観察
神秘的なセミの羽化を観察
７月２４日。夜の猪名川公園で、キッズクラブの親
子３０人(全体で６５人)が参加してセミの羽化観察会
をおこないました。しばらくすると、あちこちで羽化
が始まります。クマゼミの大きな羽が伸びて透き通っ
てくると、感動的でした。ニイニイゼミの羽化の様子
に、
「かわいい」という声が上がっていました。

【キッズクラブ 活動予定】
2015. 8. 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
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
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けて川流れ
☆ 持ち物＝水筒、帽子、タオル、水に入れる靴、入れ物、敷物、(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
※ 午後に、
午後に、水辺まつり実行委員会のプライベートイベントがあります。
水辺まつり実行委員会のプライベートイベントがあります。
キッズクラブは
キッズクラブは 午後も参加して
午後も参加して 水辺で一緒に
水辺で一緒に活動します
一緒に活動します。
活動します。 ※ お昼ご飯をお持ち下さい。
① 藻川の魚を素揚げで食べよう。
藻川の魚を素揚げで食べよう。②
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。④
川で遊ぼう。④ 外来植物を抜こう。
※ 14:30 終了予定ですが、参加できる時刻まで
終了予定ですが、参加できる時刻まで ご参加ください。
緑
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
① 猪名川公園で、セミをさがそう
(一般の人 １人:200 円)
② 猪名川河川敷で、キリギリスやバッタをさがそう
☆ 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＆イヌビワ＆セミの素
② 工作：浮沈子(
そうめん＆イヌビワ＆セミの素揚げ試食
＆セミの素揚げ試食
工作：浮沈子(ふちんし)
ふちんし)を作ろう
※ 予告していました「お話：13 歳の時に原爆を見た」は、後日に変更させていただきます。
協○
キ
８月２３日
９時 40 分～１４時
○
８月２３日(日) 水のめぐみに触れ、木陰でお弁当を食べよう
農業公園 入口 9:40 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
① 田んぼの見学＆農業用水路でザリガニ釣り
(一般の人 １人:200 円)
② 河畔林＆竹林(ヒメボタルの生息地)や水の記念碑の散策(解説付き)
③ 河畔林の木陰でお弁当を食べよう
ＢＹスタンプ対象
☆ 持ち物＝水筒、帽子、お弁当、敷物、タオル、虫除け、入れ物、(虫捕りアミ)
※ 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。
水○
キ
９月 ６日(日) 水辺で楽しもう「藻川で魚捕り」
９時 40 分～１1 時４０分
○
水辺で楽しもう「藻川で魚捕り」
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 捕れた生き物の観察
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、敷物、(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。今年最後の魚捕りです。
※ 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。
協○
キ
９月１３日
９時 ～ 1５時
○
９月１３日(日) 第 12 回 猪名川・藻川
猪名川・藻川 水辺まつり
藻川 中園橋河川敷
[雨天中止]
ＢＹスタンプ対象
カヌー・Ｅボート・いかだの乗船体験。藻川の生き物紹介。体験コーナー。子どもコーナー。魚捕り。
食べ物やゲームなどのお店。藻川の魚試食。車いす列車。フリーマーケット。水辺の音楽会 など
※ キッズクラブは、
キッズクラブは、ナマズのなまちゃんの帽子作りコーナーや水鉄砲遊びコーナー
ナマズのなまちゃんの帽子作りコーナーや水鉄砲遊びコーナーを担当し
や水鉄砲遊びコーナーを担当します。
を担当します。
キッズクラブの子ども達・ご家族のみな
キッズクラブの子ども達・ご家族のみなさん
・ご家族のみなさん。
さん。ぜひ スタッフとして手伝ってください
スタッフとして手伝ってください。
手伝ってください。
農○
キ
９月２７日(
９時 40 分～１1 時
○
９月２７日(日) レンゲ畑をつくろう
森協会 農園 9:40 集合
[雨天延期]
○ 田んぼにレンゲの種をまこう
※ レンゲの種のお土産付きです。
※ キッズクラブの会員だけでの活動です。
キッズクラブの会員だけでの活動です。この日しかできない体験です。
会員だけでの活動です。この日しかできない体験です。ぜひ
この日しかできない体験です。ぜひ 参加して下さい。
★ 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

＝楽しそうだなと思う活動、興味のある活動に、どんどん参加して下さい。自然の中で楽しみましょう
楽しそうだなと思う活動、興味のある活動に、どんどん参加して下さい。自然の中で楽しみましょう＝
。自然の中で楽しみましょう＝

