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キッズクラブ通信

＝ 自然と文化の森
を 楽しもう ♪♪ ＝
自然と文化の森(猪名の里)を
と文化の森

Ｎｏ．１１８
２０１６年 ８月 １日

自然と文化の森協会

猪名川キッズクラブ

エコクラブフォトコンテストで、こどもエコクラブ賞を受賞
猪名川キッズクラブは、こどもエコクラブの登録団体です。こどもエ
コクラブ・クラブ活動フォトコンテスト：2016 年度第１期コンテスト
で、猪名川キッズクラブの活動風景の写真が
コンテスト入賞写真
コンテスト入賞写真
１３８作品の中から『こどもエコクラブ賞』
に選ばれ、賞状と副賞の「川の水調査セッ
ト」をいただきました。
※森協会ブログをご覧ください。 http://morikyoukai.sblo.jp/article/175878921.html
[キッズクラブは、現在：３９家族 ５８人です]

水辺で楽しもう：藻川で魚捕り
７月３日。キッズクラブから２３家族６０人(全体
で１１９人)の参加者がありました。たくさんの参加
者で、藻川がいっぱいになりました。
先週の雨で増水しており川に入れる場所が狭くな
りましたが、ウナギ、ウキゴリ、チチブなどの魚や
モクズガニ、テナガエビなどを捕まえることができ、
藻川の素晴らしさを知ってもらうことが出来ました。

自然林で楽しもう：チョウ＆虫捕り
７月１０日。キッズクラブから６家族１６人(全体で
３３人)の参加がありました。猪名川公園や河川敷で、
チョウやバッタ、トンボなどを捕まえました。
アオスジアゲハ、ヤマトシジミ、モンシロチョウ、
キチョウ、ツマグロヒョウモン、ホシミスジなどのチ
ョウを捕まえることができました。バッタは、小さな
子ども達もたくさん捕ることができました。

水辺で楽しもう：水路でドジョウをさがそう
７月１７日。キッズクラブから１３家族３２人(全体で６７人)が参
加して、田能の農業用水路で生き物さがしをしました。
とっても小さな水路ですが、生き物はたくさんいます。アミですく
うと、必ず何かが捕まります。ドジョウ・タモロコ・アメリカザリガ
ニ・オタマジャクシなどがいっぱい捕れました。シジミやカワニナ・
タニシも見られました。農業用水路は、生き物の宝庫です。

自然林で楽しもう：セミの羽化を観察
７月２２日。キッズクラブから１２家族３１人(全体で７４人)の参
加がありました。クマゼミ・アブラゼミ・ニイニイゼミが羽化してい
る様子があちこちで見られます。薄緑色に透き通った羽を見て、
「きれ
い♪♪」という声があがります。
不思議な形をしたナナフシも何匹も見つかりました。カメムシの仲
間やカナブンもいました。夜の観察をみんなで楽しみました。

尼崎の自然を考える講座に参加
７月２４日。あまがさき環境オープンカレッジと尼崎市が主催する
講座「身近な自然から生物多様性を考える①」に、キッズクラブから
も４家族８人(全体で１６人)が参加しました。
大人の人と一緒にお話を聞き、パックテストによる水質調査は、子
ども達も体験しました。藻川に入って生き物探しを楽しみ、最後には
自然と文化の森協会：佐藤さんから捕れた生き物と生き物達のつなが
りについてお話を聞きました。遊んで楽しむだけでなく、ちょっぴり
勉強もがんばりました。第２回は、９月１８日にあります。

高木さんのお話：
「13
「13 歳の時に 広島で原爆を見た」
８月１４日
８月１４日(
１４日(日) 午後 猪名川自然林の木陰
※ ８月１４日の予定 ９:４０ 猪名川公園入口 集合
①自然林で楽しもう：セミやセミの抜け殻＆キリギリスをさがそう
②キッズクラブだけの活動(１１:５０～１３:３０頃 猪名川自然林)
・松ぼっくりのけん玉作り
・そうめんを食べよう(おにぎりも少し持ってきてください)
・高木さんのお話 (親子で一緒に
親子で一緒にお聞きください
一緒にお聞きください)
お聞きください)
原子爆弾や
原子爆弾や戦争・
戦争・平和について
平和について、一緒に考えましょう
について、一緒に考えましょう。
、一緒に考えましょう。

近畿子どもの水辺交流会に参加しませんか？
2017 年２月４日(
２月４日(土) 兵庫県民会館
兵庫県民会館(神戸市)
神戸市)
近畿子どもの水辺交流会は、今年で第１０回になります。猪名川キッズク
ラブは、第２回から毎年続けて参加し、活動発表をしています。
第１０回の交流会が来年２月に神戸市でおこなわれます。近畿子どもの水
辺交流会に参加し、キッズクラブでの活動の様子を発表をしませんか？
発表ポスターや発表原稿を作ったり、がんばって発表してくれる人(小学
生)を募集しています。交流会に参加を希望する子ども達で、発表する内容な
どを相談してもらう予定です。参加して発表してみようと思う人(小学生)は、
福本まで連絡ください。待っています ♪♪
※ 近畿全体での水辺交流会・発表会は今回が最後になる予定です。

【キッズクラブ 活動予定】
2016. 8. 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。☆☆☆
８月 ７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＆捕れた生き物の観察
(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。
キッズクラブは
キッズクラブは 午後も参加して 水辺で一緒に活動します。 ※ お昼ご飯をお持ち下さい。
①外来植物を抜こう。
外来植物を抜こう。②魚を素揚げで食べよう
魚を素揚げで食べよう。
揚げで食べよう。③イカダに乗船。④
イカダに乗船。④急流下り
。④急流下り。
急流下り。⑤水質調査。など
※ 14 時過ぎに終了予定ですが、
時過ぎに終了予定ですが、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。
８月１４日
８月１４日(日) 自然林で楽しもう「
自然林で楽しもう「６種類のセミとキリギリスをさがそう」
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 猪名川公園でセミやセミのぬけがらをさがそう
(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 午後も自然林で活動します(
午後も自然林で活動します(１３時半ころまで)
１３時半ころまで)。 おにぎり(お昼ご飯)
① 工作：松ぼっくりのけん玉を作ろう。
② そうめん＆セミの素揚げ試食(
工作：松ぼっくりのけん玉を作ろう。
そうめん＆セミの素揚げ試食(予定)
予定)。
③ 高木さんのお話：
「13 歳の時に広島で
高木さんのお話：
歳の時に広島で原爆を見た」
広島で原爆を見た」(親子でお聞きください)
原爆を見た」
８月１７日
１３時～１４時３０分
８月１７日(水) 藻川クリーン活動(
藻川クリーン活動(藻川のゴミ拾い)
藻川のゴミ拾い)
藻川中園橋 東詰 13:00 集合
[雨天中止]
【参加費】無 料
① 藻川河川敷のゴミ拾い
② 藻川の草花観察会
☆ 持ち物＝水筒、帽子、軍手、タオル、(ゴミばさみ)
【主催】園田地域福祉作業所交流
※ ゴミばさみを準備しますので、できるだけ事前の連絡をお願いします。当日参加も ０Ｋです。
８月２１日
10 時 ～ １４時
８月２１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 １０:０0 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
① 田んぼの見学＆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)
② 河畔林の木陰でお弁当を食べよう
ＢＹスタンプ対象
③ 自由行動(自然林でセミ捕り・草原でバッタさがし・農業用水路でザリガニさがし)
☆ 持ち物＝お弁当、水筒、帽子、敷物、タオル、虫除け、(虫捕りアミ、虫かご)
※ 森協会会員とキッズクラブの会員だけでの活動です。 当日参加も ０Ｋです。
９月 ４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
○ 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)
※ 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。
ＢＹスタンプ対象
９月１１日
９時 40 分～１1 時 4０分
９月１１日(日) 自然林で楽しもう「自然林の不思議発見観察ウォーク」
猪名川公園 入口 9:40 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
○ 猪名川自然林全体の観察ウォーク
(一般の人 １人:200 円)
９月２５日
９時 ～ 1５時
９月２５日(日) 第 1３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
※ キッズクラブの子ども達・ご家族のみなさん。
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。
★ 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＝

