＝ 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 ９月 １日

自然と文化の森協会

猪名川キッズクラブ

猪名川・藻川 水辺まつりに参加しよう
９月１３日(日)に水辺まつりがおこなわれます。自然と文化の森協会が地
域に呼びかけて２００４年にスタートした水辺まつりも、今年で１２回目に
なります。 「水辺の楽しさをたくさんの人に知って欲しい。水辺や自然に関
心を持って欲しい」という願いでスタートしたおまつりです。
キッズクラブのみなさんも、水辺まつりに参加して水辺の楽しさを味わい
ながら、水辺の楽しさを多くの人に伝えるためにスタッフとして一緒に頑張
ってください。
[ キッズクラブが、３７家族５９人になりました ]

キッズクラブでＥボート乗船

藻川で魚捕り＆川流れ
藻川で魚捕り＆川流れを楽しむ
＆川流れを楽しむ
８月２日。キッズクラブから３５人(全体では９８人)
の参加で、一日 藻川で楽しみました。７月に実施でき
なかったライフジャケットを着けての川流れもおこな
い、子ども達はプカプカと水に浮かんでいました。
捕った魚やテナガエビを天ぷらにしました。
「おいし
い」と、みんなぱくぱく食べていました。森協会のイ
カダにも乗りました。牛乳パックでイカダを作って水
に浮かべました。子どもが３人乗っても大丈夫でした。
大人も子どもも、夏の暑さを吹き飛ばして、水辺の楽
しさを満喫しました。

セミやバッタ捕り＆流しそうめん
８月９日。キッズクラブから３２人(全体で５１人)
の参加がありました。猪名川公園でアブラゼミ・クマ
ゼミ・ニイニイゼミを捕まえ、ツクツクボウシの声を
聞きました。残念ながら、ヒグラシ・ミンミンゼミは
みつかりませんでした。河川敷でショウリョウバッタ
をたくさん捕まえました。
お昼は、自然林で流しそうめんを楽しみました。ス
タッフはとっても大変だったようですが、子ども達は
ニコニコ顔でした。セミとバッタも天ぷらにしてもら
って試食しました。おいしいと好評でした。

バッタとセミの天ぷら

セミの味は？？
セミの味は？？

田能の農業や歴史・自然にふれ、木陰でお弁当
田能の農業や歴史・自然にふれ、木陰でお弁当
８月２３日。キッズクラブから２０人(全体で４７人)の
参加で、田能の農業公園周辺で夏の終わりを楽しみました。
尼崎とは思えないような遠くまで田んぼが広がる風景の
中、稲の穂が出ているのを観察しました。ヒメボタルがす
む竹やぶや昔の堤防に残る自然林(河畔林)を散策し、洪水
の慰霊碑や水争いの記念碑などの説明を聞きました。
農業用水路でのザリガニ釣りは、釣りあげることはでき
ませんでしたが、アミでザリガニやドジョウを捕まえまし
た。木陰でお弁当を食べ、バッタ捕りも楽しみました。

カヌー・Ｅボートの乗船券
ボートの乗船券(
１００円)は、会場入口の
会場入口の受付で
受付で、
カヌー・Ｅ
乗船券(１００円

午前中乗船分)と 12 時(午後乗船分)
午後乗船分)に販売されます
販売されます。
９時(午前中乗船分)
されます。

すぐに売り切れますので、
れますので、早めに並
めに並んで購入
んで購入してください
すぐに売
購入してください。
してください。

「鯰(なまず)
なまず)のなまちゃん」を知っていますか？
のなまちゃん」を知っていますか？
園田(穴太)の白井神社は、別名「鯰(なまず)神社」ともいわれ、鯰の力で歯痛
をなおしてくれるという「歯神様」としても有名な神社で、境内にあった池に
は生きた鯰が奉納されていました。１９５０年すぎまで、白井神社のお祭りで
は「鯰の形」の山車(だし)が子ども達に曳かれ、大人気だったそうです。
ナマズは、田植え時に川や池から引かれた水と一緒に田んぼに来て産卵しま
す。人間による水田での稲作農業と一緒に生きてきた魚でもあります。
自然と文化の森協会では「鯰(なまず)のなまちゃん」と名付け、スタンプの図
柄や「なまちゃんの山車」
・
「なまちゃんの帽子クラフト」を製作し、鯰(なまず)
の山車や田能での水田稲作農業の継承に取り組んでいます。

【キッズクラブ 活動予定】
2015. 9. 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。水辺での活動に
の活動には、BY スタンプ用紙も
スタンプ用紙も 忘れずに ♪♪ ☆☆
９月 ６日(日) 水辺で楽しもう「藻川で魚捕り＆川遊び
９時 40 分～１1 時４０分
水辺で楽しもう「藻川で魚捕り＆川遊び」
＆川遊び」
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(予定)
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。
※ 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。
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(なまちゃんの帽子作りコーナーで押印)
カヌー・Ｅボート・いかだの乗船体験。藻川の生き物紹介。藻川で魚捕り。魚と触れ合う。川の魚試食。
車いす列車。体験コーナー。水辺の音楽会。食べ物やゲームなどのお店。フリーマーケット など
※ 自然と文化の森協会は、イカダの運行・水鉄砲遊び
自然と文化の森協会は、イカダの運行・水鉄砲遊び・
水鉄砲遊び・藻川での
藻川での魚捕りコーナーなどを担当し、
キッズクラブは、
キッズクラブは、鯰(なまず)
なまず)のなまちゃんの帽子作りコーナーを担当し
のなまちゃんの帽子作り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＆
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 ★★
９月２７日(
９時 40 分～１1 時
９月２７日(日) 農作業体験「レンゲ畑をつくろう
農作業体験「レンゲ畑をつくろう」
レンゲ畑をつくろう」
森協会 農園 9:40 集合
[雨天延期]
① 田んぼにレンゲの種をまこう
② 畑のサツマイモや野菜の観察
☆ 持ち物＝水筒、帽子、タオル、(長靴)
※ レンゲの種を、お土産にプレゼントします。
レンゲの種を、お土産にプレゼントします。
※ 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。
１０月 ４日(日) 水辺で楽しもう「10
水辺で楽しもう「10 種類のバッタをさがそう」 ９時 40 分～１2 時
猪名川公園 南入口 9:40 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
① 猪名川河川敷でバッタをさがそう
(一般の人 １人:200 円)
② バッタのオリンピックをしよう
③ 捕まえたバッタを天ぷらにして食べよう
ＢＹスタンプ対象
☆ 持ち物＝水筒、帽子、タオル、虫かご、(虫捕りアミ、軍手、おにぎり)
※ 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。
１０月１１日
１０月１１日(日) 自然林で楽しもう「おいしい木の実をさがして味わおう」 ９時 40 分～１1 時 4０分
猪名川公園 南入口 9:40 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
○ 猪名川公園で木の実をさがして、食べてみよう
(一般の人 １人:200 円)
☆ 持ち物＝水筒、帽子、タオル、(軍手)
※ 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 自然林のクリーン活動など
自然林のクリーン活動などをします。
などをします。 ※ おにぎり(お昼ご飯)
１０月１７日(
９時４０分 ～ 1１時
０月１７日(土) 農作業体験「サツマイモを収穫しよう」
森協会 農園 9:40 集合
[雨天＝10/24 に延期予定]
【参加費】１家族:３００円
○ サツマイモを収穫しよう
※ キッズクラブだけの活動です。
☆ 持ち物＝水筒、帽子、軍手、タオル、入れ物、(長靴)
※収穫したサツマイモは持ち帰ってもらいます。あまり活動に
あまり活動に参加できていない人も、
活動に参加できていない人も、ぜひ参加して下さい。

近畿子どもの水辺交流会に参加(
近畿子どもの水辺交流会に参加(発表)
発表)しませんか ？
2016 年 １月２３日(
１月２３日(土) 9:30～
9:30～16:00 奈良市文化ホール＆奈良公園(近鉄奈良駅すぐ)
奈良市文化ホール＆奈良公園
※ 参加(発表)するキッズクラブの小学生
小学生を募集中です。参加(発表)しようと思う人は連絡してください。
小学生
※ 発表内容はみんなで考え、みんなで発表練習もします。 頑張って参加(発表)してみませんか♪♪
★ 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＝

