＝ 子どもも まちの主人公 ♪♪ ＝

＝ 園田の自然を 楽しもう ♪♪ ＝

キッズクラブ通信

Ｎｏ．１０８
２０１５年１０月 １日

自然と文化の森協会

猪名川キッズクラブ

味覚の秋～バッタ・木の実・さつま芋を味わおう～
秋です。
「学問の秋」とも言われますが、キッズクラブの活動では もちろ
ん「味覚の秋」です。猪名川の河原でバッタを捕って、天ぷらにします。大
きなショウリョウバッタ(メス)はエビそっくりの味です。エノキやムクノキ
の実は甘～い味。シイの実はクリそっくりの味です(クリもドングリの仲間です)。
キッズクラブが５月に植えたサツマイモの苗も、農部会の皆さんにお世話
いただき農園で大きく育っています。植え付けに来られなかった人・あまり
活動に参加できていない人も、１７日の芋ほりにはぜひ参加して下さい
１７日の芋ほりにはぜひ参加して下さい。
１７日の芋ほりにはぜひ参加して下さい

葉が茂る農園のサツマイモ

秋雨前線による雨が続いて・・・
９月６日。この夏最後の藻川に入っての魚捕りの予定でしたが、
朝から降る雨のため藻川が増水し、中止になりました。 一方、
雨の続く自然林では、いつもと違う生き物達が見られました。

増水で、魚を観察する石の河原も水没

白い小さなキノコ
白い小さなキノコ

キセルガイ

コウガイビル

猪名川・藻川 水辺まつり
９月１３日。気持ちの良い秋の空の下で、
４千人を超える人たちが参加して、１２回目
の水辺まつりがおこなわれました。
キッズクラブからは４０人を超える親子の
参加があり、なまちゃんの帽子作りコーナー
のスタッフも担当しました。
子ども達は、魚さわりコーナー・水鉄砲・
イカダやカヌーへの乗船・お店での買い物な
ど、普段の活動とは一味違った水辺の楽しさ
を味わっていました。
終了後に、摂南大学のみなさんのご好意で
特別にＥボートを運行していただき、キッズ
クラブが乗せていただきました。

Ｅボートに乗るキッズクラブ

車いす列車

藻川に浮かぶカヌー

なまちゃんの帽子

魚さわりコーナー

自然と文化の森協会のイカダ

田能の田んぼにレンゲの種まき
９月２７日。キッズクラブから親子２７人が参加
して、稲刈り後の田んぼ３００坪(約 1,000 ㎡)にゴ
マ粒ほどの小さなレンゲの種３kg を播きました。
歩くと小さなカエルがいっぱい飛び跳ねます。種
播きのあとはカエルやバッタ捕りに夢中の子ども達
でした。田んぼの横の水路では、ザリガニも捕まえ
ました。生き物いっぱいの田能の田んぼです。春に
は、レンゲの花の中でお弁当を食べましょう♪♪

猪名川堤防の彼岸花(
猪名川堤防の彼岸花(ヒガンバナ)
ヒガンバナ)

カエルやザリガニを見つけた♪♪
カエルやザリガニを見つけた♪♪

活動助成金で、
活動助成金で、テーブル＆自転車用リヤカー
助成金で、テーブル＆自転車用リヤカーを購入し
テーブル＆自転車用リヤカーを購入しました
を購入しました
安藤スポーツ・食文化振興財
団から、猪名川キッズクラブの
活動に活動助成金をいただいて
います。
活動の充実に向けて、イス付
き折り畳みテーブルと自転車用
折り畳み式リヤカーを購入しま
した。水辺まつりでお披露目を
しましたが、活動に参加された
時にご覧ください。

イス付き折り畳みテーブル

自転車用折り畳み式リヤカー

【キッズクラブ 活動予定】
2015.10. 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 ♪♪ ☆☆
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、(虫捕りアミ、虫かご、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
① １０種類以上の木の実をさがそう
(一般の人 １人:200 円)
② おいしい木の実(エノキ、ムクノキ、シイ、ギンナンなど)を食べよう
☆ 持ち物＝水筒、帽子、タオル、入れ物(スーパーの袋)、(軍手)
※ 終了後、キッズクラブは 午後も自然林で活動します。
※ おにぎり(お昼ご飯)
♦ お話：
「11 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－」( 森協会：高木さん )
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)
※ 出来るだけ、事前に参加の可否を
０Ｋです)。
。
出来るだけ、事前に参加の可否を お知らせ下さい(当日参加も
お知らせ下さい
収穫したサツマイモは持ち帰ってもらいます。あまり
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、ぜひ参加して下さい。
活動に参加できていない人も、ぜひ参加して下さい。
１０月１８日(
１０時 ～ 1５時
１０月１８日(日) もぐもぐまつり
もぐもぐまつり ～食の安全・安心、
～食の安全・安心、地産地消
地産地消を考える～
地消を考える～
猪名川公園 芝生広場
[雨天中止]
食べ物やゲームなどのお店。フリーマーケット。体験コーナー。子どもコーナー。森の音楽会 など
※ 自然と文化の森協会
自然と文化の森協会とキッズクラブ
と文化の森協会とキッズクラブで、バウムクーヘン作り＆クラフト
とキッズクラブで、バウムクーヘン作り＆クラフト販売
で、バウムクーヘン作り＆クラフト販売のお店をします。
販売のお店をします。
★★ キッズクラブの子ども達＆ご家族のみなさん。ぜひ スタッフとして手伝ってください ★★
１１月 １日(日) 水辺で楽しもう「魚を釣って、天ぷらにして食べよう」
９時 40 分～１2 時
藻川中園橋 河川敷 9:40 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
① 藻川で魚を釣ろう(マハゼやチチブが良く釣れます)
(一般の人 １人:200 円)
② 釣った魚を天ぷらにして食べよう
③ 藻川の水質を調査しよう
ＢＹスタンプ対象
☆ 持ち物＝水筒、帽子、タオル、(釣り道具、軍手、水に入っても良い靴、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が、申し込みが必要です。
１１月 ８日(日) 自然林で楽しもう「いろんな木の葉をさがして遊ぼう」
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
○ 猪名川公園でいろんな木の葉をさがして遊ぼう
(一般の人 １人:200 円)
※ 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＆芋粥(いもがゆ)を食べようをします。
を食べようをします。
自然林のクリーン活動＆芋粥
１１月２２日
１０時 ～ 1４時
１１月２２日(日) 自然と文化の森ミニ
自然と文化の森ミニ収穫祭
ミニ収穫祭 ～田能の農地や自然のめぐみに感謝～
～田能の農地や自然のめぐみに感謝～
森協会 農園
[雨天中止]
田能の里芋や野菜の販売。のっぺい汁・おでんなどの販売。収穫体験コーナー。などを計画中
１１月２９日
９時４０分 ～ 1１時
１１月２９日(日) 農作業体験「タマネギの苗の植え付け」
農作業体験「タマネギの苗の植え付け」
森協会 農園 9:40 集合 [雨天延期]
※ 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

＝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＝

