＝ 子どもも まちの主人公 ＝

キッズクラブ通信

猪名の里(自然と文化の森)の自然と味覚を楽しもう♪♪
の自然と味覚を楽しもう♪♪
猪名の里
自然と文化の森協会

Ｎｏ．１２９

２０１７年 ７月 １日

大人も
大人も自然を楽しむ会がスタート
キッズクラブのお母さん達から、
「大人もゆっくりと自然を楽しみたい」と
いう声があり、毎週水曜日に「大人も自然を楽しむ会」をすることになりま
した。６月は自然林のドクダミを刈り取って乾燥させ、お茶作りの準備をし
ました。水曜日が空いておられる方、気楽に自然の中で楽しみませんか？
[キッズクラブは、現在
キッズクラブは、現在 ４２家族
４２家族 ６６人
６６人です]
です]

猪名川キッズクラブ
[大人も自然を楽しむ会:７月予定
予定]
予定
毎週水曜日10時～

(雨天中止)

５日 お茶＆松葉サイダー作り
１２日 尾崎さんのクラフト教室
１９日 からし菜マスタード作り
２６日 お茶会＆８月の内容相談

水辺で楽しもう：藻川で魚捕り
水辺で楽しもう：藻川で魚捕り
６月４日。キッズクラブから１５家族３９人が参加(全体で６５
人)して、藻川で今年最初の魚捕りを楽しみました。ウキゴリの小
さな仔魚がたくさんアミに入りました。ハグロトンボのヤゴもたく
さん見つかりました。投網では、海からやってきたアユやボラ、ス
ズキが捕れました。
最後に、藻川の自然を守るために、外来植物のアレチウリの抜き
取り(駆除活動のボランティア)を大人の人と一緒にしました。

自然林で楽しもう：バッタの赤ちゃんさがし
自然林で楽しもう：バッタの赤ちゃんさがし
６月１１日。キッズクラブから１２家族３３人が参加(全体で
４４人)しました。自然林ではヤブニッケイの小さな花を見つけ、
きれいな色をしたオオキンカメムシも見つけました。河川敷で
はキリギリスなどのかわいい赤ちゃんを捕まえました。
キッズクラブは、自然林でちまき作りをしました。河川敷で
採った葦(あし)の葉で巻き、イグサでくくります。蒸しあがる
と、葦のかおりのするおいしいちまきができました。

まち探検：園田
まち探検：園田のまちの
園田のまちの歴史と
のまちの歴史と不思議発見
歴史と不思議発見
６月１８日。キッズクラブから４家族１３人が参加(全体で２０人)して、
まち歩きを楽しみました。道に立っている石碑に、
「白井神社は、歯の神様」
と書かれていました。白井神社では、ナマズの絵が描かれた絵馬を見ました。
自然と文化の森協会のナマズのなまちゃんは、白井神社のナマズがモデルに
なっています。
橋には番号が付いていました。九の橋と八の橋を見ました。水路から流れ
た水は田んぼに流れていて、カエルやカブトエビがたくさんいました。

キッズクラブ：七夕の笹飾り作り＆流しそうめん
：七夕の笹飾り作り＆流しそうめん
６月２５日。キッズクラブの９家族２７人が参加して、小雨が降る
中でしたが、猪名川自然林の笹を使って七夕の笹飾りを作りました。
「家族が元気で・・・」
「笑顔がいっぱいに・・・」など、心のやさし
いお願い事がいっぱい書かれていました。
太い竹を竿にして、流しそうめんも楽しみました。
「家で食べるより
おいしいね！」という声も聞かれました。雨降りだったので、大きな
カタツムリが何匹もいました。キクラゲも収穫できました。
猪名川キッズクラブが、トム・ソーヤースクール企画コンテスト
名川キッズクラブが、トム・ソーヤースクール企画コンテスト(安藤スポーツ食文化振興財団)支援団体に認定されました。
支援団体に認定されました。

【キッズクラブ 活動予定】
2017.７.１
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。
まわりの人へのあいさつや、お礼の言葉も忘れずに・・・ ＝
７月 ２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
藻川中園橋 東詰 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＆生き物観察
(一般の人 １人:200 円)
② 川遊び＆ライフジャケットで川流れ
ＢＹスタンプ対象
☆ 持ち物＝水に入れる靴,水筒,帽子,(タオル,入れ物,ライフジャケット)
当日参加も 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。
７月 ９日(日) キッズクラブ：猪名川自然林で楽しもう
９時 40 分～１2 時ころ
猪名川自然林 チョウの庭 9:40 集合
[雨天中止]
① 猪名川自然林の観察ウォーク＆ゴミ拾い
【参加費】１人:１００円
② 松葉のサイダー作り (予定)
※ キッズクラブだけの活動です。
③ みたらし団子を作って野草のお茶でお茶会をしよう。 ぜひ 参加して下さい。
☆ 持ち物＝軍手,水筒,帽子,500ml ペットボトル(中をきれに洗った物),タオル
７月１６日
９時 40 分～１２時ころ
７月１６日(日) 水辺で楽しもう：農業用
水辺で楽しもう：農業用水路でドジョウやザリガニさがし
農業用水路でドジョウやザリガニさがし
園和北小学校南門前 9:40 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
① 水路に入ってドジョウやザリガニさがし
(一般の人 １人:200 円)
② 捕れた生き物の観察
ＢＹスタンプ対象
☆ 持ち物＝水に入れる靴,水筒,帽子,入れ物,(タオル,軍手)
当日参加も 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。
７月２１日
１9 時３0 分～２１時ころ
７月２１日(金) 自然林で楽しもう：神秘的なセミの羽化に立ち会おう
自然林で楽しもう：神秘的なセミの羽化に立ち会おう
猪名川公園 入口 19:30 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
① セミの幼虫や神秘的な羽化の様子を観察
(一般の人 １人:200 円)
② 夜の光に集まる虫たちを観察
★ 夏休みの宿題(
夏休みの宿題(自由研究)
自由研究)にどうですか？
☆ 持ち物＝懐中電灯,虫除け,水筒,帽子,(タオル)
【協力】パークマネジメント尼崎・猪名川公園管理事務所
※ 参加者は、19:10～21:00 の間、猪名川公園駐車場が使用できます。
※ 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。当日参加 ０Ｋです。
７月２３日
９時 40 分～１1 時 40 分
７月２３日(日) 水辺で楽しもう：藻川の水生生物調査
～ 国土交通省猪名川河川事務所・猪名川愛護セミナー：協賛イベント ～
藻川中園橋 東詰 9:40 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
① 藻川に入って生き物さがし＆生き物観察
(一般の人 １人:200 円)
② 川遊び＆ライフジャケットで川流れ
ＢＹスタンプ対象
☆ 持ち物＝水に入れる靴,水筒,帽子,(タオル,入れ物,ライフジャケット)
当日参加も 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。
７月３０日
9 時 40 分～11 時 40 分
７月３０日(日) 自然林で楽しもう：
自然林で楽しもう：セミ捕り＆セミの抜け殻調べ
セミ捕り＆セミの抜け殻調べ
猪名川公園 入口 9:40 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
① セミ捕り＆セミの抜け殻調べ
(一般の人 １人:200 円)
② 自然林の虫たちをさがそう＆オンブバッタ調べ(予定)
★ 夏休みの宿題(
夏休みの宿題(自由研究)
自由研究)にどうですか？
☆ 持ち物＝水筒,帽子,虫除け,タオル,(虫捕りアミ,虫かご)
※ 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 午後も自然林で活動します(
おにぎり(お昼ご飯)
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)。
① 松ぼっくりなどでクラフト作り
松ぼっくりなどでクラフト作り。
クラフト作り。② 自然林で自由遊び。
自然林で自由遊び。 ★夏休みの宿題(
★夏休みの宿題(工作)
工作)にどうですか？
８月 ６日(日) 水辺で楽しもう：藻川で魚捕り＆川遊び
※ キッズクラブは、午後も藻川で活動します。
８月１１日(金休) 火垂るの墓の舞台を歩く 阪急苦楽園口駅 9:30 ※ 他団体主催のイベントに参加予定
８月２７日(日) キッズクラブ：田能の水路でザリガニ釣り＆河川敷でキリギリス捕り＆お弁当
１０月 ８日(
第 14 回 猪名川・藻川 水辺まつり
雨天の時は９日(月・休)に延期
８日(日) ９～１５時
★ 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

