主催

あるもんで交歓会 ０円マーケット

連携
【日 時】 １１／１４（土）13：30～15：00
【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】 お家に眠っている不用品をもちより交換する 0 円マー
ケット。
「あげます」
「ください」の思いも交歓
【参加費】 無料 ※直接お越しください

主催
連携
【日 時】
【場 所】
【内 容】
【定 員】
【参加費】

エコキャンドルナイト

主催

～ひとつの灯りから･･･～

【日 時】 １１／１２（木）16：00～19：00
【場 所】 阪神尼崎駅北側 菊花展テント付近 ＜詳細は裏面へ＞

あまがさき環境オープンカレッジで毎月やっているよ！
※参加費無料、直接お越しください

武庫川をもっと知ろう！
「水環境が生み出す川と暮らし」

１１／１４（土）13：00～15：00
西武庫公園ゆめハウス（武庫元町 3 丁目）
水循環が生み出す川と暮らし
20 名
無料

▼申込み・問合せ：
あまがさき環境オープンカレッジ
０６（６４２１）０５４４
aoce@gb4.so-net.ne.jp

連携

自然エネルギー学校・尼崎

連携

再生可能エネルギーで町おこし 現地視察ツアー

おもちゃ病院 塚口診療所 [毎月第 1 土曜日]
【日 時】 １１／７（土）13：00～15：00
【内 容】 おもちゃの治療をします！ ＜詳細は裏面へ＞
エコ工作 [毎月第 4 日曜日]
【日 時】 １１／２２（日）13：30～15：30
【内 容】 尼崎の 21 世紀の森の間伐材や枯葉を使って工作
あるもんでパッチワーク [毎月第 4 木曜日]
【日 時】 １１／２６（木）13：30～15：30
【内 容】 古着など、あるもので小物づくり

連携

【日 時】 １１／２９（日）8：00～17：30
主催
【場 所】 森と暮らすどんぐり倶楽部（福井県美浜町）
【内 容】 自然や自然エネルギーを活用し、原発のない地域の活性
化を訴え実践されている方のお話と美しい若狭の海を
堪能しながら視察します。
【参加費】 大人 5,000 円 小学生以下 2,500 円
【主 催】 NPO 法人あまっこ市民エネルギープロジェクト
▼申込み・問合せ ０９０（７４９７）３３０７（廣畑）

連携

葉っぱのフレディ～いのちの旅～
朗読とコンサート

【日 時】 １２／５（土）14：00～15：30
【場 所】 塚口南地域学習館（南塚口町 2 丁目）
【内 容】 [1 部] 朗読「葉っぱのフレディ」
[2 部] お話 葉っぱの身になって考えよう！
[3 部] みんなで一緒に四季の歌を歌いましょう！
【
】 無料
【主 催】 塚口南地域学習館管理運営協議会
▼申込み・問合せ ０６（６４２９）３２０５ エコあま君
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第 12 回 武庫川河川敷お掃除会

森づくり体験

【日 時】１１／８（日）9：30～12：00
※降水確率５０％以上は 11 月 15 日に延期
【場 所】武庫川と仁川の合流点付近
【集 合】歩道橋の東側河川敷
（阪急バス「仁川口橋」バス停下流 100m）
【内 容】豊かな生物に恵まれた仁川合流点を清掃
【参加費】無料
【持ち物】軍手、長靴歓迎
▼申込み・問合せ：武庫川流域圏ネットワーク
０７９８（３１）１５４４（山本）
０９０（１７１８）２０２９（白神）

【日 時】１１／８（日）
・１１／２０（金）
１２／６（日）9：45～12：00
【場 所】尼崎の森中央緑地（扇町 33-4）
【内 容】森づくり活動
【参加費】無料
【持ち物】帽子、汚れてもよい服装（長袖、長ズボン）
運動靴（長靴）タオル、飲み物、寒さ対策
▼問合せ：アマフォレストの会
０９０（４２８４）５９６８（新籾）

公園であそぼう！(こどもが主役）in 元浜緑地
【日 時】１１／１５（日）10：00～15：00
※雨天中止
【場 所】元浜緑地 東区域（道意町 6 丁目）
【内 容】クイズ、昔遊び、ツリークライミング
球根つかみ取りなど
【対 象】幼児、小学生中心
【参加費】無料（一部有料あり）
▼問合せ：公益財団法人尼崎緑化公園協会
０６（６４９４）９０４６

生ごみたい肥化講習会
【日 時】１１／１９（木）13：30～15：30
【場 所】中央公民館 視聴覚室
【内 容】家庭から出る生ごみを使用し、家庭菜園な
どに利用できるたい肥を作ります。参加者
には、ご家庭ですぐ取り組める材料セット
（米ぬか・土のう袋）をプレゼントします。
【定 員】20 名
【参加費】無料
▼申込み・問合せ：尼崎市コールセンター
０６（６３７５）５６３９

環境市民活動助成金セミナー
【日 時】１１／２１（土）13：00～17：00
【場 所】尼崎市立すこやかプラザ（七松町 1 丁目）
【内 容】書面だけでは分かりにくい助成金の仕組み
や申請方法などを助成担当者に直接質問！
【参加費】1,000 円（資料代）
※尼崎市環境活動団体ミーティング参加者は割引有
▼申込み・問合せ：
NPO 法人エコネット近畿（辻、韋(い)）
０６（６８８１）１１３３

自然と文化の森プラットフォーム
園田の歴史を楽しもう
【日 時】１１／１７（火）19：00～21：00
【場 所】園田地区会館(東園田町 4 丁目)
【内 容】園田の歴史についてミニ講座
【対 象】園田のまちや歴史に興味や関心のある人
【参加費】無料
▼問合せ：園田地域振興センター（牛丸）
０６（６４９１）２３６１

自然と文化の森ミニ収穫祭
～園田の農地や自然のめぐみに感謝～
【日 時】１１／２２（日）９：４0～1１：４0
※雨天中止
【場 所】田能の農園（田能 3 丁目）
【内 容】田能の里芋や野菜の販売、
食べ物などのお店、収穫体験コーナー
【参加費】無料（収穫体験など有料あり）
▼問合せ：自然と文化の森協会
０９０（４０３０）３８３３（福本）
hukumo08@bca.bai.ne.jp

冒険ひろばがやってきた !!
【日 時】１１／２３（月・祝）10：00～15：00
※雨天決行
【場 所】西武庫公園（武庫元町 3 丁目）
【内 容】ポップコーン作り、滑車すべり、ゴーカート、
リサイクル工作など
【対 象】幼児、小学生中心
【参加費】1 人 200 円（傷害保険代等）
▼問合せ：西武庫公園ネットワーク会議
事務局：上坂部西公園緑の相談所
０６（６４２６）４０２２

「秋のキャナルウォーク であい橋・尼ロック
尼崎あんかけチャンポン 味わい」探訪
【日 時】１１／１４（土）10：00～12：30
【集 合】尼崎センタープール前駅 南側ロータリー
【内 容】北堀運河（であい橋）
・中堀運河・南堀運河・
尼ロックと尼崎あんかけチャンポンを味わ
う探訪を行います
【定 員】30 名
【参加費】無料（但しチャンポン代は個人負担）
▼問合せ：尼崎キャナルガイドの会
０９０（８１９１）９５４３（佐伯）

藻川クリーン作戦
【日 時】１１／１８（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河原のゴミ拾い
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：園田地域福祉作業所交流
NPO 法人まいどいんあまがさき（見市）
０６（６４９８）４１８３

水辺で楽しもう
「ひっつき虫や草で遊ぼう＆クルミさがし」
【日 時】１２／６（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ひっつき虫や草で遊ぼう
②クルミの実をさがそう
【対 象】自然に興味や関心のある子どもや大人
【参加費】1 人 200 円
【持ち物】水筒、帽子、
（双眼鏡、虫めがね）
▼問合せ：自然と文化の森協会
０７０（５６５１）１１２３（佐藤）
hukumo08@bca.bai.ne.jp（福本）

※【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。

