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ボランティア登録カードを配布

猪名川キッズクラブ
2017

猪名川キッズクラブは、自然と文化の森協会と一緒にボランティアとして
尼崎市ボランティアセンターに登録(ボランティア保険にも加入)しています。
毎回の活動が、自然や環境を考え守るボランティア活動にもなります。活動
参加時に登録カードを持参してもらえれば、参加の記録に印を押します。
[２０１７年度
２０１７年度のキッズクラブは、３３
年度のキッズクラブは、３３家族
のキッズクラブは、３３家族５０
家族５０人でスタートです
５０人でスタートです]
人でスタートです]

水辺で楽しもう：藻川の堤防で春見つけ
３月５日。キッズクラブから１０家族２６人が参加(全体で４２人)
して、藻川の堤防を歩いて自然観察をしました。赤・黄・青の色の
花をさがすと、ヒメオドリコソウ・カラシナ・オオイヌノフグリの
花が見つかりました。ツクシも見つかりました。
テントウムシもたくさんいました。手に乗せて、羽を広げて飛び
立つ姿を観察していました。ノビルやヨモギの匂いも楽しみました。
お土産にノビルの球根やヨモギの葉がビニル袋に入っていました。
春の訪れを感じた一日でした(毎日新聞の取材がありました)。
【こどもエコクラブからの応援メッセージ】
「赤・黄・青の色を
【こどもエコクラブからの応援メッセージ】 多くの方が自然体験に参加されてとてもうれしいですね＾＾。
探そう」という企画もステキです！ この季節、堤防に咲く野花の赤色はちょっとむずかしいかな～とおもったのですが、みご
と見つけましたね。季節ごとに野花の色の特色があることを感じると、子どもたちの季節の感じ方が変わるかもしれませんね。
自然から季節を感じる感性は大切に育んであげたいものです。サポーターさん、これからもよろしくお願いします。

猪名川自然林で春さがし
３月１２日。キッズクラブから１２家族３１人が
参加(全体で４１人)しました。ウメやサクラなどの
ピンクの花を見つけ、猪名川の葦原で遊びました。
キッズクラブで卵を使わないバウムクーヘンの試
作をしましたが、上手くできませんでした。卵で作
る方が美味しくてきれいなバウムクーヘンでした。

キッズクラブ：タマネギ畑の草抜き＆ツクシ採り
３月１８日。キッズクラブの６家族１６人が参加して、田能
の農園でタマネギ畑の草抜きをしました。去年の１１月に細い
苗を植えたのが、しっかり育っていました。５月１３日の収穫
が楽しみです。田んぼのレンゲも葉を広げていました。
藻川の堤防でツクシやノビルを採りました。自然林のチョウ
の庭で調理をしました。油炒めや佃煮風にしましたが、みんな
で春の野草を美味しく味わうことができました。

こども北摂里山探検隊：猪名川自然林を探検しよう

[雨天中止]

４月１５
４月１５日(土) 猪名川公園 入口 ９：2
９：20 集合 (～１５時 終了)
自然観察オリエンテーリング＆猪名川の葦原(あしはら)探検。自然林でバウムクーヘン作りや自然観察。
※ 希望者は４月７日までに、必ず下記に申し込みをしてください ▼ (先着４０名です) 【参加費】無 料
【主催】兵庫県阪神北県民局・北摂里山博物館(☎ 0797-83-3114) 【協力】自然と文化の森協会

【キッズクラブ 活動予定】
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＝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。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＝
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４月 ２日
２日((日) 水辺で楽しもう：野草を摘んで、調理して食べよう
９時 40 分～１２時ごろ
猪名川公園 入口 9:30 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
① 猪名川河川敷で野草摘み
ＢＹスタンプ対象
(一般の人 １人:200 円)
② 猪名川自然林で野草を調理して食べよう
ノビル・ヤブカンゾウ・カラシナ等のおひたし＆天ぷら。ヨモギ団子も作ります。
当日参加も ０Ｋです。
☆ 持ち物＝水筒,帽子,軍手,ビニル袋,(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。友達もさそってあげよう。
４月 ６日(
【主催：猪名川河川事務所】
９時 4０分 ～ 1２時ころ
６日(木) いながわ「体感」ウォーク
猪名川自然林・チョウの庭 9:40 集合
[雨天中止]
【参加費】無 料
船詰神社から参加(船詰神社～自然林～椎堂～猪名川公園～河川敷)します。 ※ 事前の連絡をお願いします。
※ 水質調査体験もできます。終了後は、お弁当を食べて、希望者は桜の花びらジャム作りもできます。
４月 ９日(
９時４0 分～１２時ごろ
９日(日) 自然林で楽しもう：
自然林で楽しもう：自然観察＆バウムクーヘンを作ろう
猪名川公園 入口 9:30 集合
[雨天の時は 4/16 に延期]
【参加費】１人:１００円
① 猪名川自然林で自然観察ウォーク
(一般の人 １人:200 円)
② バウムクーヘンを作ろう(材料＝ホットケーキミックス。バター。卵。砂糖)
☆ 持ち物＝水筒,帽子,軍手,タオル
※ 必ず 事前の申込をお願いします。定員があります。早めにご連絡ください。
早めにご連絡ください。
事前の申込をお願いします。
４年生以上のキッズクラブの人・保護者のみなさん。お手伝いをお願いします♪♪
４月 15 日(土) こども北摂里山探検隊：猪名川自然林で楽しもう
９時３0 分～１５時
猪名川公園 入口 9:20 集合
[雨天中止]
【参加費】無 料
①自然観察オリエンテーリング ②あし原を探検 ③バウムクーヘンを作ろう ④自然林観察
【主催】北摂里山博物館(☎ 0797-83-3114)への申し込みが必要です。 【協力】自然と文化の森協会
４月２３日
９時 40 分～１３時ころ
４月２３日(日) 田能のレンゲ畑でお弁当を食べよう
藻川中園橋 東詰 9:30 集合
[雨天:4/29 に延期]
【参加費】１人:１００円
① 藻川の河川敷でイタドリ採り＆草花摘み
(一般の人 １人:200 円)
ＢＹスタンプ対象
② レンゲ畑で花遊び＆お弁当
☆ 持ち物＝お弁当,敷物,水筒,帽子,軍手,(歩きやすい靴)
当日参加 ０Ｋです。
※ 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。友達もさそってあげよう。
４月３０日
１０時 ～ 1４時ころ
４月３０日(日) キッズクラブ：福知山線廃線跡ハイキング [雨天中止]
JR 宝塚線(福知山線)：生瀬駅 10:10 集合 ※ 最寄りの駅から下の電車に乗車ください。
[普通：新三田行] 尼崎 9:37―塚口 9:41―猪名寺 9:43―伊丹 9:46―宝塚 10:05―生瀬 10:08

○ JR 福知山線の汽車が通っていた線路の跡(廃線跡)を、６ｋｍほどのんびりとハイキングします。
長～いトンネルや鉄橋も通ります。ワラビなどの野草も採れるかもしれません。
【参加費】１家族:100 円
☆ 持ち物＝お弁当,懐中電灯,水筒,敷物,キッズクラブの帽子,(歩きやすい靴,タオル)
※ キッズクラブの活動です。 当日参加も ０Ｋですが、出来るだけ事前申し込みをお願いします
出来るだけ事前申し込みをお願いします。
出来るだけ事前申し込みをお願いします。
５月 ７日(日) 水辺で楽しもう：藻川でベンケイガニを釣ろう
９時 40 分～１２時ころ
水辺で楽しもう：藻川でベンケイガニを釣ろう
藻川中園橋 東詰 9:30 集合 [雨天中止]
ＢＹスタンプ対象
【参加費】１人:１００円
① 藻川の河川敷で花摘み
② クロベンケイガニを釣ろう
(一般の人 １人:200 円)
※ 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。友達もさそってあげよう。
５月１３日
９時 4０分 ～ 1１時半ころ
５月１３日(土) キッズクラブ農作業体験：タマネギを収穫しよう
農園(タマネギ畑) 9:30 集合
[雨天延期]
【参加費】１家族:３００円
５月１４日
９時 4０分 ～ 1２時ころ
５月１４日(日) キッズクラブ：美味しい
キッズクラブ：美味しい桑の実を食べて
美味しい桑の実を食べて、
桑の実を食べて、苺大福を作ろう
猪名川自然林・チョウの庭 9:30 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
５月１９日
５月１９日(金)・２６日(
・２６日(金) ヒメボタル観察会①② ～田能のかぐや姫に会えるかな？～
田能・農業公園 入口 19:30 集合
[雨天中止]
※ 一般募集イベントです。
★ 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

