主催
連

ゴーヤ de クッキング
～壁面緑化にチャレンジ～

【日 時】 ７／２５(火) 10：00～12：00
【場 所】 大庄公民館（大庄西町 3 丁目）
【内 容】 温暖化に関する話と、ゴーヤを使って調理実習
【定 員】 10 名（要申込み） ※受付期間 7/4～7/18
【対 象】 小学生とその保護者
【参加費】 300 円（材料費）
【持ち物】 筆記用具、飲み物、エプロン、箸

主催

あるもんで交歓会

【日 時】連
７／２９(土) 13：30～15：00
【場 所】 あまがさき環境オープンカレッジ
【内 容】 お家に眠っている不用品のもちより交換！
「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

主催

エコ社会見学バスツアー

【日 時】連
７／３１(月) 12：30～17：00 ※雨天決行
【集 合】 12:30 尼崎市役所 北側駐車場
【内 容】 市役所→丸一興業㈱→大阪湾広域臨海環境整備
センター尼崎沖埋立処分場→尼崎発電所→市役所
【定 員】 20 名（要申込み） ※受付開始 7/4～
【対 象】 小学 4 年生から中学 3 年生
【参加費】 無料
【持ち物】 飲み物、雨具、帽子、動きやすい服装、
歩きやすい履物(サンダル、ハイヒール不可)

主催

生き物博士養成講座(鳥 Ver.)
第1回

【日 時】連
８／６(日) 9：30～11：30
【場 所】 市立尼崎双星高校（口田中 2 丁目）
【内 容】 全４回の講座を通じ、鳥を同定できるようになるこ
とを目指します。第１回目は、野鳥観察の方法や図
鑑の使い方について解説します。
【定 員】 20 名（要申込み） ※受付開始 7/4～
【参加費】 無料 【持ち物】 筆記用具

主催
連

打ち水大作戦 in
あまがさき 2017

【日 時】 ７／２８(金) 15：00～17：00
【場 所】 塚口さんさんタウン 2 階 スカイコム広場など
【内 容】 15:00～16:30 打ち水縁日
◆竹で水てっぽうをつくろう！10 名【200 円】
◆キャラクターすくい【1 回 100 円】
◆リターナブル瓶の「茶々」
【1 本 150 円】
◆鈴虫販売 【1 ケース 100 円】
◆環境紙芝居
◆節電＆省エネアドバイス実験！電気を作ろう
◆折り紙で夏をすずしく！
◆まとあてなど
◆作って遊ぼう
◆まいぼ付環境クイズ
ゆかたで参加すると
◆エコ工作
プレゼントがあるよ
◆使用済携帯電話回収
※一部有料ブースあり
16:30～ 阪急塚口駅前南側にて打ち水
【参加費】 無料 ＊直接お越しください
【打ち水同時開催】
●大庄公民館＆コープ大庄
15:45～ ☎ 06-6429-2411
●むこっ子ロード（武庫小西側道路の北側）
15:00～ ☎ 06-6431-7884
●尼崎市立地域総合センター南武庫之荘
17:00～ ☎ 06-6438-5875
●ふれあい喫茶 「ふわふわ」
（コープ尼崎名神）
☎ 06-6429-2411

主催

いきもの楽
～あまがさきの生物多様性～

【日 時】連
８／６(日) 11：50～12：40
【場 所】 市立尼崎双星高校（口田中 2 丁目）
【内 容】 特定外来種を学び、特定外来種の駆除と生物観察の
活動につなげていきます。
【定 員】 30 名（要申込み） ※受付開始 7/4～
【参加費】 無料

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

連携

エコ講座 Ｔシャツ de エコバック作り

【日 時】連７／２３(日) 10：00～11：30
【場 所】 園田地区会館・会議室（東園田町 4 丁目）
【内 容】 いらなくなった T シャツからエコバックを作ります。
エコについての話もあります。
【定 員】 15 名（要申込み）
【参加費】 無料
【持ち物】 いらなくなった T シャツ、布を切るハサミ
【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

連携
連

夏の公園の不思議発見
～木の不思議とセミの羽化をみつけよう～

【日 時】 ７／２９(土) 17：30～20：30
雨天の場合は、７／３０(日)
【場 所】 上坂部西公園（東塚口町 2 丁目）
【内 容】 木のビンゴ、セミの羽化についての話と観察
【定 員】 100 名（要申込み）※受付開始 7/4～
【参加費】 無料
【主 催】 尼崎シェアリングネイチャーの会
▼申込み・問合せ：尼崎シェアリングネイチャーの会
０９０（３６７３）７１１６（池辺）

あまがさきの身近な自然写真展作品募集 【期 間】７／１(土)～９／３０(土)
【内 容】平成 27 年以降に撮影した未発表のカラー写真を募集します。写真は①A4 版～4 つ切りワイドか②３MB 以下の JPEG 画像。
【応募方法】9 月 30 日（必着）までに①作品の裏面に所定の用紙を貼り、郵送か直接市役所中館 9 階環境創造課へ。
②作品を E メール(住所・氏名・電話番号・作品の題名・撮影日・場所を書いて)で同課(〒660-8501【住所不要】ama-kankyosozo@city.amagasaki.hyogo.jp)へ。所定の用紙は同課などにあります。市のホームページから印刷もできます。
入選作品は写真展で展示し、市のホームページで紹介します。また、①の入選作品のうち 12 作品でカレンダーを作成します。
▼問合せ：尼崎市環境創造課 ０６（６４８９）６３０１

