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自然と文化の森協会

猪名川キッズクラブ

自然を大切にする心を持って・・・♪♪
キッズクラブのイベントの中では、生き物を捕まえたり、花を摘んだりとい
う活動がよくあります。捕まえた生き物を大切にすることで自然の不思議さに
気づき、花を摘むことで自然の素晴らしさを感じてもらえればと思っています。
自然を大切にする心を少しだけ持ちながら、自然に触れ、楽しみ、体感する
ことで、自然の仕組みを考え、自然保護について考えていく子ども達が育って
くれたら嬉しいなぁと思います。 [キッズクラブが、３９家族：５８人になりました
キッズクラブが、３９家族：５８人になりました]
人になりました]

スタッフの高木さん

藻川でクロ
藻川でクロベンケイガニを釣った
クロベンケイガニを釣った
５月１日。キッズクラブから１６家族４４人(全体で８５人)が参加
して、水辺で楽しもう：草花摘み＆カニ釣りをおこないました。
煮干しやたくあんをエサにしてカニの巣穴にぶらさげると、クロベ
ンケイガニが出てきます。ハサミでエサをつかむと引き上げます。た
くさんのカニを釣ることができました。

100 連凧揚げ大会に参加
５月５日。キッズクラブの５家族１６人が、猪名川河川敷でおこなわれたイ
ベントに参加しました。シロツメクサやアカツメクサの花飾り、松ぼっくりの
けん玉など作って楽しみました。１００連の色鮮やかな凧が５月の澄み切った
青空に舞い上がると、とってもきれいでした。

木の葉の匂いを楽しみ、いちご大福を作った
木の葉の匂いを楽しみ、いちご大福を作った
５月８日。キッズクラブから１２家族３１人(全体で４４人)の参加が
ありました。自然林のヤブニッケイ、スギ、クスノキなどの木の葉の匂
いを嗅いで楽しみました。
キッズクラブは、団子作りにもチャレンジしました。自然林のクサイ
チゴを収穫して、団子にこしあんと一緒に乗せると出来上がりです。

農園でタマネギの
農園でタマネギの収穫＆
収穫＆河川敷で桑の実
５月１４日。キッズクラブの１４家族３５人が参加して、タマネギの
収穫をしました。自然と文化の森協会農業部会のみなさんにお世話いた
だいて、３月に草抜きをした時と比べると、びっくりするくらい大きく
育っていました。力いっぱい引いて、頑張って収穫しました。たくさん
のタマネギがお土産になりました。
河川敷に移動して、桑の実を食べました。桑の実を見るのはほとんど
の人が初めてでした。昔は桑の葉で蚕(かいこ)を育てて絹を作った話を
しながら、手を紫色にしながらいっぱい食べました。

田能のお姫様：ヒメボタルの光を見た
５月２０と２７日。田能の農業公園と猪名川河川敷でヒメボタル観
察会をおこないました。２日間でキッズクラブの１４家族３５人(全
体で約１５０人)が参加し、都会の中で頑張って生息しているヒメボタ
ルの素敵な光をみんなで楽しみました。

藻川・猪名川で水質調査＆ジャム作り
５月２１日。キッズクラブの４家族８人とスタッフ４人で、藻川
と猪名川の４か所の水質を測りました。１週間ほど前の雨で川の水
量が増えていたためか、水質はいつもより少し悪い結果が出ました。
終了後、今回も河川敷で桑の実採りをしました。前回の参加者か
ら「ジャムにしました」という連絡があり、みんなでジャム作りに
チャレンジです。クサイチゴのジャムも作りました。子ども達が頑
張って、おいしいジャムが出来上がりました。

農園にサツマイモの
農園にサツマイモの苗を
ツマイモの苗を植え付け
苗を植え付け

ナガメの
ナガメの幼虫

５月２８日。キッズクラブの８家族１８人が参加して、自然と文化の
森協会の農園にサツマイモの苗を１００本植えました。
「大きなお芋に
なぁ～れ」と思いながら子ども達も頑張ります。最後にじょうろで水や
りもしました。１０月１５日(予定)の収穫が楽しみです。
帰りに希望者で、藻川の堤防のセイヨウカラシナの種採りをしました。
黒い小さな種を集めてマスタード(辛子)作りにチャレンジします。

エコあまフェスタ展示用の生き物
エコあまフェスタ展示用の生き物採集
あまフェスタ展示用の生き物採集をします
採集をします
６月 １日(
１日(水) １３:
１３:３０～
３０～15:00 頃

藻川：
藻川：中園橋 河川敷

６月４日のエコあまフェスタに展示するための魚や水生生物などを捕まえます。平日なのでスタッフ
だけでおこなう予定でしたが、参加できる人・参加したい人があれば
参加できる人・参加したい人があれば一緒に
参加できる人・参加したい人があれば一緒にしたいと思います
一緒にしたいと思います(
したいと思います(大人だけ
での参加も大歓迎します)
での参加も大歓迎します)。川に入れる靴・服装でおいでください。
川に入れる靴・服装でおいでください。
※ 当日参加も OK ですが、アミの準備がありますので できるだけ事前にご連絡ください。

【キッズクラブ 活動予定】
2016. 6. 1
活動予定】
＝ やさしい心・自然を大切にする心を持って 活動に参加してください。
活動に参加してください。
まわりの人へのあいさつや、お礼の言葉も忘れずに・・・ ＝
☆☆☆ 活動に参加する時は、キッズクラブの帽子と名札。水辺には BY スタンプ用紙も忘れずに。☆☆☆
６月 ４日(土) エコあまフェスタ 2016
１０時 ～ １５時
2016
塚口さんさんタウン２階：スカイコム広場
[雨天決行]
環境問題を考える展示や体験コーナー。子どもコーナー。コンサート(あまゆ～ず 他) など
◎ キッズクラブは,クラフト販売。自然と文化の森協会は 藻川の魚などの生き物展示をします。
※ キッズクラブの小学生のみなさんは、お店番に来てください(
キッズクラブの小学生のみなさんは、お店番に来てください(遊びに来るだけでも OK です)
です)。
短い時間でもＯＫです。お手伝いをお願いします。 【主催】あまがさき環境オープンカレッジ・尼崎市
６月 ５日(日) 水辺で楽しもう「藻川で魚捕り」
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＆捕れた生き物の観察
(一般の人 １人:200 円)
② 藻川漁業協同組合のアユの放流
ＢＹスタンプ対象
☆ 持ち物＝水筒,帽子,タオル,水に入れる靴,(濡れてもよい服装) ※ライフジャケットがあれば持参下さい。
※ 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。
６月１２日
６月１２日(日) 自然林で楽しもう「樹木の花＆バッタの赤ちゃんをさがそう
樹木の花＆バッタの赤ちゃんをさがそう」 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 自然林の木に咲く花をさがそう
(一般の人 １人:200 円)
② 河川敷でバッタの赤ちゃんをさがそう
☆ 持ち物＝水筒,帽子,ビニル袋,(虫取り網,虫かご,歩きやすい靴)
※ 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 ０Ｋです。
※ 終了後、キッズクラブは 自然林でカップヌードルを食べます。ぜひ
自然林でカップヌードルを食べます。ぜひ 参加して下さい。
６月２６日(
９時 40 分～１1 時 4０分
６月２６日(日) 自然林で楽しもう「七夕の笹飾りを作ろう」
猪名川自然林 チョウの庭 9:40 集合 【参加費】１人:１００円
① 自然林のササを使って、七夕の笹飾りを作ろう
[雨天中止]
作った笹飾りは、家に持ち帰ることができます。
② ヤマモモの実を採って食べよう＆キセルガイをさがそう。
③ 流しそうめんを食べよう(予定)
☆ 持ち物＝軍手,水筒,帽子,タオル,虫除け
※ キッズクラブだけの活動です。ぜひ
キッズクラブだけの活動です。ぜひ 参加して下さい。
７月 ３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」
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)
① ライフジャケットを着て川遊び
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。
７月１０日
９時 40 分～１1 時 4０分
７月１０日(日) 自然林で楽しもう「チョウや虫たちをさがそう」
自然林で楽しもう「チョウや虫たちをさがそう」
猪名川公園 入口 9:40 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
○ チョウや虫たちをさがして捕まえよう
(一般の人 １人:200 円)
※ 終了後、キッズクラブは 自然林のゴミ拾いなどをする予定です。
自然林のゴミ拾いなどをする予定です。
７月１７日
９時 40 分～１1 時４０分
７月１７日(日) 水辺で楽しもう「水路でドジョウをさがそう」
園和北小学校南門前 9:40 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
○ 農業用水路でドジョウやザリガニさがし
ＢＹスタンプ対象
(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。
★ 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

＝キッズクラブや自然と文化の森協会の活動の様子は、ブログ http://morikyoukai.sblo.jp/ でご覧ください＝

