主催
【日
【場
【内

連携

あるもんで交歓会 0 円マーケット

連携

時】 3／２５（土）13：30～15：00
所】 あまがさき環境オープンカレッジ（南塚口町 2 丁目）
容】 お家に眠っている不用品をもちより交換！
「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

AOCE もちこみ企画相談会
【日
【場
【内

時】 ３／18（土）13：30～15：00
所】 あまがさき環境オープンカレッジ（南塚口町 2 丁目）
容】 環境をテーマにした活動をしたい人に、最大 5 万円まで
の補助金を支援します。まずはお気軽にご相談ください。
【参加費】 無料
※裏面詳細あり
申込み ・ 問合せ :
あまがさき環境オープンカレッジ実行委員会
【事務局 NPO 法人あまがさき環境オープンカレッジ】
TEL/FAX ： ０６－６４２１－０５４４
E-mail：aoce@gb4.so-net.ne.jp

あまがさき環境オープンカレッジで定期的にやっています！
※参加費無料、

連携

【日
【場
【内

みんなの尼崎大学 エコあま学部

時】 3／２7（月）10：30～12：30
所】 あまがさき環境オープンカレッジ（南塚口町 2 丁目）
容】 植物のもつパワーを親子で体験してみませんか？
アロマハンドトリートメントと入浴剤作りで植物の恵みを
楽しみましょう
【対 象】 アロマトリートメントに関心のある小学生とその保護者
【定 員】 親子 10 組 20 名程度
【参加費】 1 人 200 円
【持ち物】 浴用タオル 1 人 1 枚
【主 催】 Team たつまじ
▼申込み・問合せ：あまがさき環境オープンカレッジ
０６（６４２１）０５４４

連携
連携

地球にやさしいラーメンづくりセミナー

★エコ工作
[毎月第 4 日曜日]
【日時】３／２６（日）
13：30～15：30
【内容】間伐材や枯葉等で工作

『第 16 回 武庫川河川敷 お掃除会』

森づくり体験
時】３／５（日）、３／１７（金）、４／2（日）
9：45～12：00
※雨天決行
【場 所】尼崎の森中央緑地（扇町 33-4）
【集 合】パークセンター
【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（または長靴）
、タオル、飲み物、
あれば軍手
▼問合せ：アマフォレストの会
０９０（４２８４）５９６８（あらもみ）

エコ講座

【日 時】 3／２8（火）10：00～12：00
【場 所】 園田地区会館（東園田町 4 丁目）
【内 容】 「地球にやさしいくらし方」を一緒に考え、ラーメンづく
りの実験を通じ省エネやゴミ問題について学びます
【定 員】 親子 12 組（小学生以上）
【参加費】 無料
【持ち物】 おはし・おわん・筆記用具など
【主 催】 エコクラブ ひまわり
▼申込み・問合せ：園田地区会館
０６（６４９３）０１４０

★おもちゃ病院 塚口診療所
直接お越しください
[毎月第 1 土曜日]
【日時】３／４（土）
、４／１（土）
★ごみ拾い隊 TONG
13：00～15：00
【日時】毎週木曜日 10：00～11：00
【内容】おもちゃの治療をします。
※雨天・祝日中止
部品交換が必要な場合は、 【集合】あまがさき環境オープンカレッジ
実費を頂く事があります。 【内容】阪急塚口駅周辺のゴミ拾い

【日

親子 de アロマ

【日

時】３／１2（日）9：30～12：00
※降水確率：午前中 50％以上は中止
[予備日 3／19（日）]
【集 合】仁川国際霊園（西宮市田近野町）南の河川敷
【内 容】仁川との合流点付近で「水辺の清掃」「特定
外来生物オオキンケイギクの駆除」をおこな
います。
【対 象】一般（小学生以下は保護者同伴）
【参加費】無料
※申込期限 3/11 まで
【持ち物】軍手、長靴歓迎、小スコップ、水筒
▼申込み・問合せ：武庫川流域圏ネットワーク事務局
０７９８（５３）３２７３（白神）
０９０（７８７８）４３０７（山本）

藻川クリーン作戦
【日

時】３／１５（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河原のゴミひろい
②植物観察
【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
０６（６４９８）４１８３（見市＜ﾐｲﾁ＞）

2017 あまがさき フラワーガーデニングコンテスト
参加者募集のお知らせ
【応募期間】３／１（水）～３／2１（火）
【応募部門】
（A）家庭緑化部門
（B）コミュニティー緑化部門
（C）学校緑化部門
【応募対象花壇】市内に在住又は在勤の個人又は団体が
つくる、市内の一般に公開された場所（道路
沿い、公園等）に設置された春花壇で、道行
く人が楽しめること
▼応募先・詳細問合せ：中央公園パークセンター
０６（６４11）８７１４（宮内）

武庫川づくりシンポジウム
健全な水循環社会と流域総合治水
【日
【場
【内

時】３／１８（土）13：00～15：30
所】神戸市教育会館大ホール（神戸市中央区山手）
容】基調報告＆討論「住民参加型の武庫川づくり
と流域連携をどう進めるか」
「気候変動による局地豪雨に対する河川行政
や住民の対応」
「住民の参画と協働による流域
連携の進め方」などについて兵庫県、滋賀県、
国土交通省、流域住民の対応を話し合います。
【定 員】230 名 ※直接会場にお越しください
【参加費】無料
▼問合せ：武庫川流域圏ネットワーク
０９０（２２８９）２６４９（吉田）

園内ガイド
【日
【場

時】３／２５（土）11：00～11：40
所】上坂部西公園・緑の相談所
（東塚口町 2 丁目）
【内 容】園内で見ごろの植物を観察します。
▼問合せ：尼崎市都市緑化植物園・緑の相談所
０６（６４２６）４０２２

水辺で楽しもう 「野草を摘んで食べよう」

「春のキャナルウォーク 満開の桜と北堀運河」探訪
【日

時】４／２（日）10：00～13：00
※雨天中止
【集 合】阪神出屋敷駅（北側）
【内 容】蓬川橋、古河電工、水質浄化施設、キャナル
ベースでの座学、であい橋を探訪し、元浜緑
地で昼食をとります。
【定 員】30 名
【参加費】無料 ※怪我・事故は自己責任となりますの
でご了承ください。
【持ち物】昼食用のお弁当をご持参ください
▼申込み・問合せ：尼崎キャナルガイドの会
０９０（８１９１）９５４３（佐伯）

【日
【場
【集
【内

時】４／２（日）9：40～12：00 ※雨天中止
所】猪名川河川敷
合】猪名川公園 入口（椎堂 1 丁目）
容】①猪名川河川敷で野草摘み
②野草を調理して食べよう
【対 象】自然に興味や関心のある子どもや大人
【定 員】40 人
【参加費】1 人 200 円
【持ち物】水筒、帽子、軍手、
（おにぎり）
▼申込み・問合せ：自然と文化の森協会
０７０（５６５１）１１２３（佐藤）
hukumo08@bca.bai.ne.jp（福本）

エコあま君
C 尼子騒兵衛＆尼崎ＪＣ＆あまがさきエコクラブ
○

猪名川自然林で楽しもう 「自然林で春をさがそう」
【日
【場
【集
【内

時】３／12（日）9：40～11：40 ※雨天中止
所】猪名川公園・猪名川自然林
合】猪名川公園 入口（椎堂 1 丁目）
容】①ピンクの花をさがそう
②春の匂いを嗅ごう
【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、軍手、
（虫めがね）
▼問合せ：自然と文化の森協会
０９０（４０３０）３８３３（福本）
hukumo08@bca.bai.ne.jp（福本）

展示会「春の椿展」
【日

時】３／２５（土）～３／２6（日）
9：00～17：00（入館は 16:30 まで）
【場 所】中央公園（神田中通 1 丁目）
【内 容】春椿を展示（コーベ・カメリア・ソサエティ出展）
▼問合せ：中央公園パークセンター
０６（６４11）８７１４

生ごみたい肥化講習会
【日
【場
【内

時】３／２７（月）14：00～16：00
所】立花公民館 学習室 3（塚口町 3 丁目）
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。
生ごみをたい肥化することで、燃やすごみの
減量にも繋がります。参加者には、ご家庭で
すぐに取り組める材料セット（土のう袋、米
ぬか）をプレゼントします。
【対 象】市内在住、在勤または在学の人
【定 員】20 名
※申込期間 3/7～3/26
【参加費】無料
【持ち物】なし（汚れても良い服装）
▼申込み・問合せ：尼崎市コールセンター
０６（６３７５）５６３９

猪名川自然林で楽しもう
「自然観察＆バウムクーヘンを作ろう」
【日

時】４／９（日）9：40～12：00
※雨天は４／１６（日）に延期
【場 所】猪名川公園・猪名川自然林
【集 合】猪名川公園 入口（椎堂 1 丁目）
【内 容】①猪名川自然林の観察
②バウムクーヘンを作ろう
【対 象】自然に興味や関心のある子どもや大人
【定 員】80 人
【参加費】1 人 200 円
【持ち物】水筒、帽子、軍手
▼申込み・問合せ：自然と文化の森協会
０９０（４０３０）３８３３（福本）
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合せ先にご確認ください。

