森づくり体験講座 ～尼崎でタネから森づくり～
【日 時】全 5 回講座 ※雨天決行
第３回 １１／１８(日) 9：45～12：00
第４回 １１／２５(日) 10：00～15：00
第５回 １２／ ２(日) 9：45～12：00
【場 所】第 3 回・第 5 回 尼崎の森中央緑地
第 4 回 西宮市社家郷山
【集 合】第 3 回・第 5 回 尼崎の森中央緑地
第 4 回 さくらやまなみバス「かぶとやま荘」バス停
【内 容】第 3 回 森づくり作業の体験
第 4 回 種子採集（ハイキング）②
第 5 回 森づくり作業の体験、閉講式
【定 員】各回 ３０名
【持ち物】長袖、長ズボン、帽子、タオル、軍手、飲み物など
山を登るための靴
【申込み】メールかＦＡＸにて、件名を『森づくり体験講座申込
み』とし、参加者全員の氏名・年齢、代表者の住所・
電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス、希望する講
座の回を。
※申込締切
第３回と第 4 回 11/11(日)、第 5 回 11/25(日)
▼申込み・問合せ：尼崎の森中央緑地パークセンター
０６（６４１２）１９００
Fax ０６（６４１２）０５００
event_amamori@hyogopark.com

第 17 回自然と文化の森収穫祭
～田能の農地や自然の恵みに感謝して～
【日
【場
【集
【内

時】１１／１８(日) 10：00～14：00
所】田能の農園
合】田能の農園（田能 3 丁目 2）
容】①田能のさといも・野菜の販売
②のっぺい汁などの屋台 など
▼問合せ：自然と文化の森協会
０９０（４０３０）３８３３（福本）
hukumo08@bca.bai.ne.jp（福本）

自然と文化の森プラットフォーム 園田の歴史を楽しもう
【日 時】１１／２０(火) 19：00～21：00
【場 所】園田地区会館（東園田町 4 丁目）
【内 容】園田の歴史についてミニ講座
【対 象】園田のまちや歴史に興味や関心のある人
▼問合せ：園田地域振興センター
０６（６４９１）２３６１（牛丸）

藻川クリーン作戦
【日 時】１１／２１(水) 13：00～14：30 ※雨天中止
【場 所】藻川左岸河川敷
【集 合】藻川中園橋 東詰（田能 1 丁目）
【内 容】①河原のゴミひろい
②植物観察
【持ち物】軍手、帽子、
（ゴミはさみ）
▼問合せ：NPO 法人まいどいんあまがさき
０６（６４９８）４１８３（見市＜ミイチ＞）

あまがさき森っこ活動日 クリスマスリース作り
【日 時】１１／２５(日) 10：00～11：30 ※雨天決行
【場 所】尼崎の森中央緑地パークセンター（扇町 33-4）
【内 容】森づくり体験(木のタネまきを体験してみよう！)
クリスマスリース作り(森で採れた木の実を使ってか
ざりつけをしよう！)
【定 員】15 名（応募者多数の場合抽選）
【参加費】200 円
【申込み】メールにて、件名を『クリスマスリース申込み』とし、
参加者全員の氏名(ふりがな)、お子様の年齢、代表者の
電話番号を。※申込締切 11/11(日)
▼申込み・問合せ：尼崎の森中央緑地パークセンター
０６（６４１２）１９００（大石）
event_amamori@hyogopark.com

玉葱の植え付けから収穫までを体験しよう
【日
【場
【集
【内

時】１１／２５(日) 9：30～12：00 ※雨天中止
所】田能の農園（田能 3 丁目 2）
合】阪神バス 田能口バス停
容】タマネギの苗の植え付け
稲刈り後の田んぼで生き物さがし
［草抜き（3＆4 月） 収穫（5 月）
］
【定 員】50 組程度
【参加費】2000 円（収穫時に玉葱約 15 個）
【持ち物】水筒、帽子、(長靴)
【申込み】〒661-0982 尼崎市食満７丁目 26-4
自然と文化の森協会 福本吉雄 宛に
往復はがきに、名前、住所、連絡先（メールアドレス・
電話番号）
、人数を記入して申込みを。
※11/13(火)必着
▼申込み・問合せ：自然と文化の森協会
０９０（４０３０）３８３３（福本）

森の子育てひろば
【日 時】１２／１(土) 10：00～11：45
※雨天時は室内でのプログラムに変更
【場 所】尼崎の森中央緑地パークセンター（扇町 33-4）
【内 容】 ・森の探検隊 ・クリスマスツリーを飾ろう
・はいはいキャタピラー競争 ・葉っぱでリレー
【対 象】3 才以上の未就学児（保護者同伴）
【定 員】30 組 60 名（応募者多数の場合抽選）
【申込み】メールにて、件名を『森の子育てひろば』とし、参加者
全員の氏名(ふりがな)、お子様の年齢、代表者の電話番
号を。※申込締切 11/17(土)
▼申込み・問合せ：尼崎の森中央緑地パークセンター
０６（６４１２）１９００（大石）
event_amamori@hyogopark.com

わがまち歴史ウォッチング～冨田のまちの不思議発見～
【日 時】１１／２５(日) 13：30～16：30 ※雨天中止
【場 所】園田のまち（冨田）
【集 合】阪急園田駅 1 階
【内 容】冨田のまちを歩いて、不思議発見
【対 象】まちの探検に興味がある子どもや大人
【参加費】1 人 200 円
【持ち物】水筒、帽子、筆記用具、
（歩きやすい靴）
▼問合せ：自然と文化の森協会
０９０（８８２０）６３５３（馬場）
hukumo08@bca.bai.ne.jp（福本）

生ごみでたい肥づくりを！
【日 時】１１／２６(月) 13：30～15：00
【場 所】中央公民館 24 号室（西難波町 6 丁目）
【内 容】ご家庭から出る生ごみを使用し、家庭菜園などに利用
できるたい肥を作ります。生ごみをたい肥化すること
で、
「燃やすごみ」の減量と、カラス対策にもつながり
ます。受講者の方には、たい肥化に必要な材料をプレ
ゼントします。
【定 員】先着 20 名（要申込み）※受付開始 11/4 から
【持ち物】汚れてもよい服装
▼問合せ：NPO 法人あまがさき環境オープンカレッジ
０６（６４２１）０５４４

水辺で楽しもう クズのつるで遊んでリースを作ろう
【日
【場
【集
【内

時】１２／２(日) 9：40～12：00 ※雨天中止
所】藻川河川敷
合】藻川中園橋東詰（田能 1 丁目）
容】①冬の生き物探し
②クズのつるで縄跳び＆リース作り
【対 象】自然に興味や関心のある子どもや大人
【参加費】1 人 200 円
【持ち物】水筒、帽子、タオル、軍手
▼問合せ：自然と文化の森協会
０７０（５６５１）１１２３（佐藤）
hukumo08@bca.bai.ne.jp（福本）
環境情報誌に、環境イベントや講座について掲載を希望される
場合は、『情報提供シート』に記入していただき、あまがさき環境
オープンカレッジまでご提出ください。
『情報提供シート』は、あまがさき環境オープンカレッジのホーム
ページよりダウンロードできます。
用紙が必要な場合は、事務局までご連絡ください。
http://www001.upp.so-net.ne.jp/aoce/sub3.html

※【対象】の記載がないイベントは、どなたでもご参加いただけます。また、【定員】の記載がないイベントは、定員制限は特にありません。
その他、日時・内容等が変更となる場合もありますので、記載情報については各問合せ先にご確認ください。

