＝ 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
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２０１７年１１月 １日

猪名川キッズクラブ

秋の自
秋の自然のめぐみを味わおう
１１月は、味覚を楽しむイベントがいっぱいあります。①釣った魚
を食べる(11/5)。②自然林の木の実を味わい芋粥を食べる(11/12)。
③収穫祭で田能のさといもを味わう(11/19) です。
また、フルオーケストラのコンサートも猪名川公園で聴くことがで
きます(11/4)。芸術の秋でもあります。みんなで猪名川自然林の秋
を「口とお腹」と「耳と心」でいっぱい楽しみましょう。
[キッズクラブは、現在 ４５家族
４５家族 ７０人です
７０人です]
人です]

水辺で楽しもう：バッタ
水辺で楽しもう：バッタ捕り＆バッタの試食
バッタ捕り＆バッタの試食
１０月１日。キッズクラブから９家族２７人が参加(全体で５１人)
し、猪名川の河川敷でバッタ捕りです。草の中を歩くと、バッタの仲
間が飛び出します。大きなショウリョウバッタも、たくさん見つかり
ます。トノサマバッタも捕まえました。
終了後、バッタの試食会です。バッタの後足を取って、素揚げにし
ます。
「小さなバッタはエビのカラだけ。大きなバッタはエビフライ」
という感想が子ども達からありました。後足も素揚げにしましたが、
バッタを食べられなかった子も、
「おいしい」と食べていました。
水辺での活動は、自然と文化の森協会が(公財)琵琶湖・淀川水質保全機構「琵琶湖・淀川こども水質保全活動助成」を受けて実施しています。

キッズクラブ：サツマイモ収穫＆レンゲの種まき
１０月１４日。キッズクラブの１５家族４１人が参加し
て、サツマイモの収穫です。５月に自分たちで苗を植えま
した。掘り出すと、大きな芋がたくさんできていました。
たくさんのお芋を掘ってニコニコ顔です。
農園の前の田んぼに、今年もレンゲの種まきをしました。
春にピンクのお花畑になるのを楽しみに、一列に並んで小
さな種をまいていきます。３ｋｇもの種をまきました。
田んぼには、オンブバッタや小さなカエルがたくさんいま
した。土の中にドジョウも元気でいました。たくさんの生
き物にも出会うことができました。

藻川にアユを増やそう：アユの産卵場
藻川にアユを増やそう：アユの産卵場作り
の産卵場作り
１０月１５日。国土交通省猪名川河川事務所
が主催するアユの産卵場作りがおこなわれまし
た。自然と文化の森協会と猪名川キッズクラブ
も協力団体で、キッズクラブから４家族１２人
が参加しました(全体の参加者は５０人でした)。
大人の人達は川に入って、アユが卵を産みや
すくするためにシャベルで川底を耕しました。
アユのお話を聞いたあと、アユの塩焼きを１匹
ずつ食べさせてもらいました。おいしくて、頭
も骨も全部食べることができました。

第１４回 猪名川・藻川 水辺まつり
１０月８日。秋の青空のもとで、水辺まつりがおこなわれま
した。参加者は３千人と発表されました。キッズクラブからも
１５家族３６人が参加し、キッズクラブのクラフト販売のスタ
ッフをしたり、なまちゃんの運行を手伝ったりしました。
カヌーや葦船に乗ったり、フリマやいろいろなお店で買い物
やゲームも楽しみました。藻
川の生き物も展示されていま
した。大なナマズも見せても
らいました。

なまちゃんの山車をひくキッズクラブ

キッズクラブのクラフト販売

葦船に乗船

収穫祭で収穫体験ができます
収穫祭で収穫体験ができます
農園で大根と田能のさといもを収穫体
験することができます。
１２時頃から開始します。
◎ 大 根 １本
：１００円
◎ 田能のさといも１株：６００円
キッズクラブ限定です。福本までお申
し込みください。(大根は２０本程度。田
能のさといもは２０株限定です)。

１１月 ８日(
８日(水) 大人も自然を楽しむ会 (雨天中止)
猪名川公園 10:00 集合 (～１２時頃)
小学校の環境体験学習(オリエンテーリング)に参加します。

【キッズクラブ 活動予定】
活動予定】

2017.11.１

＝ 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・・・ ＝

１１月 ４日(土) 第１回猪名川公園・森のコンサート
１５時 ～ １６時
猪名川公園 14:00 開場
[雨天中止]
【参加費】無 料
① 尼崎市民交響楽団によるフルオーケストラの演奏(１５～１６時)
② コーヒーやクッキーなどの販売＆猪名川自然林紹介：クイズコーナーやパネル展示など(１４時～)
※ どなたでも当日自由に参加いただけます。
【主催】森のコンサート実行委員会(パークマネジメント尼崎)
１１月 ５日(日) 水辺で楽しもう：藻川で魚釣り
水辺で楽しもう：藻川で魚釣り
９時 40 分～１２時
藻川中園橋 河川敷 9:40 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
① ミミズをエサにして魚釣り(マハゼやチチブを釣ろう)
(一般の人 １人:200 円)
ＢＹスタンプ対象
② 釣った魚を食べよう(河原で天ぷらにします)
☆ 持ち物＝水筒,帽子,タオル,(釣り道具,軍手) ※釣り道具は貸し出しますが、お持ちの方は持参ください。
※ 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。出来るだけ事前申し込みをお願いします。
１１月１２日
９時４０分 ～ 1２時頃
１１月１２日(日) キッズクラブ：自然林の木の実で楽しもう
自然林チョウの庭 9:40 集合
【参加費】１人:１００円
① 自然林で木の実を探そう＆木の実で遊ぼう＆木の実を食べよう
② 芋粥を食べよう
☆ 持ち物＝軍手,水筒,帽子,タオル,入れ物
※ キッズクラブだけの活動です。 当日参加も OK ですが、出来るだけ事前の連絡をお願いします。
１１月１９日(
１０時 ～ 1４時
１１月１９日(日) 自然と文化の森ミニ収穫祭 ～田能の農地や自然のめぐみに感謝～
森協会 農園(田能 3 丁目２)
[雨天中止]
田能のさといもや野菜、のっぺい汁・おでん・焼き芋などの販売。収穫体験(事前申し込みが必要)。
※ みんなでのんびり、畑で味覚の秋を楽しみましょう。収穫体験への参加以外は事前申し込みは不要です。
１１月２２日
１４時～１７時頃
１１月２２日(水) 猪名川水環境パネル展＆い～な猪名川写真展＆水質調査体験
イオンモール伊丹 １階 (JR 伊丹駅東)
【参加費】無 料
※ 自然と文化の森協会が藻川の生き物を展示します。
【主催】国土交通省猪名川河川事務所
１１月２４日
１５時 30 分～１6 時 40 分
１１月２４日(金) ヒメボタル幼虫調査①トラップ(
ヒメボタル幼虫調査①トラップ(わな)
わな)の設置
猪名川公園北側 河川敷 15:20 集合
[雨天中止]
【参加費】無 料
○ 幼虫を捕まえるためのトラップ(わな)を河川敷に設置します
【主催】国土交通省猪名川河川事務所
☆ 持ち物＝軍手
※ 当日参加も OK ですが、出来るだけ事前の連絡をお願いします。
１１月２５日
９時４０分 ～ 1１時
１１月２５日(土) キッズクラブ：農作業体験・タマネギの苗の植え付け
キッズクラブ：農作業体験・タマネギの苗の植え付け
森協会 農園 9:40 集合
[雨天＝12/2(土)に延期]
【参加費】１家族：１００円
○ タマネギの苗の植え付け
☆ 持ち物＝水筒,帽子,軍手,タオル,(長靴)
※ キッズクラブだけの活動です。
※ 出来るだけ、事前に参加の可否を お知らせ下さい(当日参加も
０Ｋです)。
。
お知らせ下さい
１１月２６日
１３時 30 分～１6 時 30 分
１１月２６日(日) 大人も子どももまち探検：椎堂のまちの不思議発見
阪急園田駅１階 13:30 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
※田能口バス停 13:40 集合でも OK です。
(一般の人 １人:200 円)
〇 園田のまち(田能)を歩き、歴史やまちの不思議なものに出会います(子ども向けの解説もあります)
子ども達も楽しく学びながら、まちの歴史を発見できると思います。ぜひ 参加ください。
※ 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。できるだけ事前申し込みをお願いします。
１２月 ２日(土) ヒメボタル幼虫調査②トラップ(
１３時 30 分～１６時
ヒメボタル幼虫調査②トラップ(わな)
わな)の回収＆幼虫の観察
猪名川公園北側 河川敷 13:20 集合
[雨天：翌日に延期]
【参加費】無 料
① トラップの回収＆幼虫の観察
② 八木先生(ホタルの専門家：人と自然の博物館)のお話
１２月 ３日(日) 水辺で楽しもう：クズをさがしてリースを作ろう
９時 40 分～１２時頃
藻川中園橋 東詰 9:40 集合
[雨天中止]
ＢＹスタンプ対象 【参加費】１人:１００円
① ひっつき虫＆クズのつるで遊ぼう ② クズのつるでリース作り
(一般の人 １人:200 円)
★ 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

