＝ 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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２０１８年 ７月 １日

猪名川キッズクラブ

夏は、水辺でいっぱい楽しもう
水辺でいっぱい楽しもう
魅力がいっぱいの尼崎の川をみんなで楽しもうと、
「尼の川で一斉川あそび」を7/7～
7/22に、尼崎市＆あまがさき環境オープンカレッジが主催して９つのイベント(藻川・昆
陽川・庄下川・田能の農業用水路)が実施されます。いろいろな水辺で楽しみましょう。
[キッズクラブは、現在:
キッズクラブは、現在:４６家族７４人です
４６家族７４人です(６月に２家族４人の新規入会がありました)]

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３日。キッズクラブから１９家族５９人(全体で１００人)が
参加して、外来植物の駆除と藻川の生き物さがしをしました。河川
敷のアレチウリやオオブタクサを抜きました。ウキゴリがたくさん
見つかり、テナガエビも捕まえることができました。

エコあまフェスタ 2018 に参加
６月９日。塚口さんさんタウンで、エコあまフェスタ 2018 が
開かれました。藻川の生き物展示と合わせて、キッズクラブのク
ラフト作り(販売)のコーナーを出展しました。参加したキッズク
ラブの子ども達は、いろいろなコーナーを回って楽しんでいまし
た。キッズのクラフトセットも、たくさんの方に購入いただきま
した(売り上げは、キッズクラブの活動費になります)。

猪名川の葦
猪名川の葦(あし)
あし)を使ってちまき作り
を使ってちまき作り
６月１０日。キッズクラブの８家族２８人が参加して、猪名川河川
敷に生えている葦(アシ)とイグサを使ってちまき作りを楽しみました。
河川敷きではショウリョウバッタの赤ちゃんも見ました。
自然林のビワとキクラゲも収穫し、キクラゲは湯がいてポ
ン酢や酢味噌で食べました。子ども達にも大好評でした。
自然の恵みをいっぱい味わった一日でした。

七夕の笹飾り作り＆流しそうめんを楽しむ
七夕の笹飾り作り＆流しそうめんを楽しむ
６月２４日。キッズクラブの１９家族５５人
が参加して、猪名川自然林の竹で七夕の笹飾り
を作りました。自然林の孟宗竹を使って、流し
そうめんもしました。
スタッフだけでなく、お母さん達にも手伝っ
てもらって５ｋｇのおそうめんを湯がきました
が、大人の分が足りないくらいでした。

BYQ わくわく水質調
わくわく水質調査
水質調査
６月１６日。藻川・猪名
川の水質調査をしました。
今回は、キッズの参加がな
く、スタッフ５人での調査
になりました。

【キッズクラブ 活動予定】
活動予定】

2018.７.１

＝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・・・＝

☆☆☆ 活動に参加する時は、キッズクラブの帽子とタオル。水辺には
活動に参加する時は、キッズクラブの帽子とタオル。水辺には BY スタンプ用紙も忘れずに。☆☆☆
７月 １日(日) キッズクラブ：松葉サイダー
９時 40 分～１2 時頃
キッズクラブ：松葉サイダー＆みたらし団子
サイダー＆みたらし団子を作ろう
＆みたらし団子を作ろう
猪名川自然林 チョウの庭 9:40 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
① 猪名川公園で松葉採り＆自然観察
② 松葉サイダーを作ろう＆みたらし団子作り(予定)
☆ 持ち物＝500ml の空の(丸い)ペットボトル,軍手,水筒,帽子,タオル,虫除け
※ キッズクラブだけの活動です。ぜひ 参加して下さい。 できるだけ事前の申し込みをお願いします。
７月 ７日(土) 水辺で乾杯 in 藻川～尼の川で遊ぼうオープニングイベント～
18 時～19 時 30 分
藻川～尼の川で遊ぼうオープニングイベント～
藻川宮園橋 西詰 18:00 集合 [雨天中止] “青色の物”を身に着けて♪♪ 【参加費】無 料
① ミニ音楽会＆キャンドルアートを作ろう
② ７時７分にみんなで乾杯
ＢＹスタンプ対象
☆ キッズの帽子とタオル,乾杯用の自分の飲み物,敷物,虫除け
【主催】尼崎市＆あまがさき環境オープンカレッジ
７月 ８日(日) 水辺で楽しもう：藻川で魚捕り＆川遊び
９時 40 分～１2 時頃
藻川中園橋 河川敷 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
② 川遊び＆ライフジャケットで川流れ
(一般の人 １人:200 円)
☆ 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)
ＢＹスタンプ対象
※ 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１５日
７月１５日(日) 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
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
９時 40 分～１２時頃
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 ② 捕れた生き物の観察
(一般の人 １人:200 円)
☆ 持ち物＝水に入れる靴,水筒,帽子,入れ物,(タオル,軍手)
ＢＹスタンプ対象
※ 一般募集イベントです。友達もさそってあげよう。当日参加も ０Ｋです。
７月２０日
１9 時３0 分～２１時頃
７月２０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)
★夏休みの宿題(自由研究)にどうですか？
にどうですか？
② 夜の光に集まる虫たちを観察
★夏休みの宿題
☆ 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利用できます。
※ 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２２日(
７月２２日(日) 上坂部西公園：夏のイベント おすすめです！！ [雨天の時は翌日に延期] １０時～１２時
上坂部西公園 都合の良い時間に参加下さい。 当日参加 ０Ｋです。
【参加費】無 料
① 木の枝でクラフト(トンボやカブトムシ)作り ★夏休みの宿題(工作)にどうですか？
にどうですか？
★夏休みの宿題
② 人と自然の博物館・ゆめはく号での体験 ③ 昆陽川に入って生き物さがし(自然と文化の森協会が実施)
☆ 持ち物＝水筒,帽子,水に入れる靴, (タオル)
【主催】上坂部西公園・尼崎緑化公園協会
７月２２日
９時 40 分～１2 時頃
７月２２日(日) 藻川愛護セミナー：水生生物調査＆魚捕り
藻川愛護セミナー：水生生物調査＆魚捕り
～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～ 【参加費】１人:１００円
藻川中園橋 河川敷 9:40 集合
[雨天中止]
(一般の人 １人:200 円)
① 藻川に入って生き物さがし＆生き物観察
② 外来植物駆除活動
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 ０Ｋです。
７月２９日(
9 時 30 分～1２時頃
７月２９日(日) 自然林で楽しもう：竹のバターナイフ作り
自然林で楽しもう：竹のバターナイフ作り＆セミ捕り
：竹のバターナイフ作り
猪名川公園 入口 9:30 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
○ 竹のバターナイフを作ろう(サンドペーパーでみがいて仕上げます)
(一般の人 １人:200 円)
☆ 持ち物＝水筒,帽子,虫除け,タオル,(虫捕りアミ,虫かご)
★夏休みの宿題(工作)にどうですか？
にどうですか？
★夏休みの宿題
※ できるだけ事前の申し込みをお願いします。終了後に、キッズクラブでセミ捕りや抜け殻調べもします。
８月 ５日(日) 水辺で楽しもう：藻川で魚捕り＆川遊び
藻川中園橋 河川敷
9:40 集合
８月２４日(金) 水辺で楽しもう：虫の声を聴き、大文字焼きを見よう
農業公園入口
19:00 集合
★ 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

