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自然と文化の森協会

猪名川キッズクラブ

第 13 回 水辺まつりに参加しよう
９月２５日(日)は、水辺まつりです。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１３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。
[キッズクラブは、現在：３９家族 ５８人です]

スタッフの佐藤さん
水辺まつりの実行委員長です。

水辺で楽しもう：藻川で魚捕り
８月７日。キッズクラブから１７家族４６人
(全体で１１５人)の参加者がありました。たく
さんの参加で魚捕りやライフジャケットを着け
ての川流れを楽しみました。
午後にはキッズクラブだけで、少し流れの強
い場所で急流すべりのような川流れもしました。
みんなで捕まえた魚・エビ・カニなどを天ぷら
にしてもらって、おいしく食べました。

自然林で楽しもう：セミやキリギリス
自然林で楽しもう：セミやキリギリスをさがそう
楽しもう：セミやキリギリスをさがそう
８月１４日。キッズクラブから６家族１５人(全体で４４人)が参加して、猪
名川公園でセミ捕りの開始です。クマゼミ・アブラゼミ・ニイニイゼミ・ツク
ツクボウシの４種類が捕まりました。
セミの抜け殻を集めて、セミの種類分けをしまし
た。８０個の抜け殻はクマゼミが一番多く４５個、
アブラゼミ２３個、ニイニイゼミ１２個でした。
虫眼鏡を使って、抜け殻から雄雌を見分けるポイン
トも教えてもらいました。猪名川河川敷では、キリ
ギリスがたくさん鳴いていました。

自然林で松ぼっくりのけん玉作り
キッズクラブは自然林のチョウの庭で独自活動です。
猪名川公園の松ぼっくりと自然林の木の枝や竹を使っ
て、けん玉を作ります。自然の物で楽しい遊び道具が
出来ました。お母さん達におそうめんを湯がいてもら
って、みんなでお昼ご飯にしました。
※あまりの暑さで、ヒロシマのお話は秋に延期しました。

農業公園周辺の田園風景を楽しみました
８月２１日。キッズクラブから４家族１２人(全体で３６人)の参加が
ありました。朝からとっても暑い日でしたが、子ども達は元気です。散
策の前に、農業公園の芝生の上を飛ぶウスバキトンボを追いかけてたく
さん捕まえていました。田んぼや農業用水路の見学では、ドジョウやカ
エル、たくさんのオタマジャクシ、タニシ、トンボのヤゴも見つけ、た
くさんの生き物がいることにびっくりしました。

農業用水路でザリガニを釣った♪♪
お昼ご飯のあとは、水路でザリガニ釣りに挑戦です。
昨年は１匹も釣れなかったので、今年はリベンジです。
糸の先にヘアピンと煮干しを付けてチャレンジです。
すぐに大きなザリガニ
が寄ってきます。煮干し
をつかんで、釣り上げて
もはなしません。たくさ
んのザリガニが釣れて、
大喜びでした。

[いきもの楽
いきもの楽]講座②
講座②～藻川河川敷の生き物から生物多様性を考える～
～藻川河川敷の生き物から生物多様性を考える～
９月１８日
１８日(日) 9:３
9:３０～1
０～1２:３0 藻川中園橋河川敷

(雨天の時は翌日に延期)

① 生物多様性ミニ講座：藻川河川敷の植物観察＆特定外来植物の説明
② 藻川の河川敷でバッタなどの生き物さがし
【参加費】１家族：100 円
③ 生物多様性ミニ講座：藻川河川敷の生き物と生態系
自然の不思議を学びませんか？ 虫や生き物が好きな方も苦手な方も、どちらも歓迎です♪♪
子ども達と一緒に、ぜひ ご参加ください。 事前の申し込みが必要です(福本までご連絡下さい)。
【主催】あまがさき環境オープンカレッジ・尼崎市
【実施協力】自然と文化の森協会

カヌー・Ｅボート・
は、
カヌー・Ｅボート・葦船の乗船券
葦船の乗船券(１００円)は、
の乗船券
会場入口の受付で、９時(午前中乗船分)と
と 12 時
会場入口の受付で、９時
(午後乗船分)に販売されます。
に販売されます。すぐに売り切れます
に販売されます。すぐに売り切れます
ので、早めに
ので、早めに並んで
、早めに並んで購
並んで購入してください。
水辺まつりまでの
水辺まつりまでの準備作業
まつりまでの準備作業 [予定]
予定]
※ 参加可能な時間があれば ご参加ください。
軍手・水筒・タオル・帽子をお持ちください。
９月１０日(土) 葦船(あしぶね)造り
９時～１４時 場所は未定です(後日連絡します)
９月２１日(水) 会場のゴミ拾い＆草刈り
１３時～１５時 藻川中園橋河川敷
９月２４日(土) 前日の会場準備 ※ お昼はカレーが出ます。
９時～１４時 藻川中園橋河川敷(車での侵入ＯＫ)

【キッズクラブ 活動予定】
2016. 9. 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。☆☆☆
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
① 魚捕り＆捕れた生き物の観察(今年最後の魚捕りです)
(一般の人 １人:200 円)
ＢＹスタンプ対象
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。
※ 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 10 日(土) 葦船(
９時 ～ １５時(予定)
葦船(あしぶね)
あしぶね)を造ろう
場所未定 9:00 集合
[雨天決行]
【参加費】無 料
○ 水辺まつりで浮かべる３人乗り葦船造り
※ 水辺まつり実行委員＆森協会＆キッズクラブ対象
水辺まつり実行委員＆森協会＆キッズクラブ対象。
協会＆キッズクラブ対象。
☆ 持ち物＝軍手、水筒、タオル、(お昼ご飯)
【主催】猪名川・藻川水辺まつり実行委員会
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
自然林で楽しもう：自然林の不思議発見・観察ウォーク
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
① 猪名川自然林全体の観察ウォーク
② 自然林の成り立ちを学ぶ
(一般の人 １人:200 円)
☆ 持ち物＝水筒、帽子、タオル、虫除け、(虫捕りアミ、虫かご)
※ 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(１４時ころまで
１４時ころまで)
ころまで)。 おにぎり(お昼ご飯)
① 葦(あし)のクラフト作り
のクラフト作り(
② 自然林で自由遊び。
のクラフト作り(予定)
予定)。
自然林で自由遊び。
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
※ 自然と文化の森協会は、イカダの運行・水鉄砲遊び・藻川での魚捕りコーナー、
鯰(なまず)のなまちゃんの帽子作りコーナー・なまちゃんの山車の運行などを担当します。
★ キッズクラブも
キッズクラブもクラフトのお店をします。
クラフトのお店をします。 子ども達＆ご家族のみなさん、
子ども達＆ご家族のみなさん、お店番をお願いします。
１０月 ２日(日) 水辺で楽しもう：バッタと遊ぼう
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 ８日(
９時 40 分～１1 時
８日(土) 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
森協会 農園 9:40 集合
[雨天＝10/15] ※ レンゲの種を、お土産にプレゼント。
レンゲの種を、お土産にプレゼント。
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
※ 森協会＆キッズクラブ対象。
森協会＆キッズクラブ対象。
※ 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。ぜひ 参加して下さい。
１０月 ９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)
※ 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(１４時ころまで)
１４時ころまで)。 ※ おにぎり(お昼ご飯)
１０月１５日
９時４０分 ～ 1１時
１０月１５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＝10/22 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。
★ 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
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