＝ 子どもも まちの主人公
まちの主人公 ♪♪ ＝

＝ 園田の
園田の自然を
自然を 楽しもう ♪♪ ＝
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キッズクラブ通信

猪名川キッズクラブ

２０１４年 ３月 １日

藻川や
藻川や猪名川自然林で
猪名川自然林で 春を見つけよう
～ 少しずつ春
しずつ春が近づいてきます。
づいてきます。ステキな
ステキな春を見つけましょう
つけましょう ～

猪名川クリーン
猪名川クリーン作戦
ゴミ拾い
クリーン作戦で
作戦でゴミ拾
２月１日。猪名川流域の２４箇
所で一斉におこなわれた猪名川ク
リーン作戦に、キッズクラブから
も親子３人が参加しました。
たくさんのゴミを拾ったあとは、
キューピー伊丹工場さん炊き出し
のぶた汁を食べ、マヨネーズなど
のお土産もいただきました。

水辺で
水辺で楽しみ隊
しみ隊⑥「冬の野鳥を
野鳥を観察」
観察」
２月２日。雨が降りそうな曇り空で、参加者は１１人でした。キッ
ズクラブからは親子２人が参加し、双眼鏡を使って野鳥を観察しまし
た。猪名川公園の利椎冨池(としとみいけ)では、カルガモが水面を泳
いでいました。池のまわりの木の枝には、ゴイサギがとまっていまし
た。堤防では、セグロセキレイのかわいい姿を見ました。
残念ながら、利椎冨池のカワセミ、猪名川河川敷のキジの姿は見る
ことができませんでした。
ケーブルテレビ・ベイコムの取材があり。インターネット[ベイコム地元ニュース]で検索すれば、再放送をご覧いただけます。

猪名川自然林で
猪名川自然林で,おもちつき♪♪
もちつき♪♪
２月９日。立春(2/4)が過ぎて、暦のうえでは春が
来たことをお祝いして、キッズクラブの親子１８人
でおもちつきを楽しみました。自然と文化の森協会
の７人の方がスタッフとして準備などをしてくださ
いました。
重いきねを持ってお
もちつき。つきたての
おもちを丸めながら、
きな粉やあんこをつけ
て口に中へ。お腹がい
っぱいになりました。

自然林の
自然林の木で おひな様
ひな様人形作り
人形作り
２月２３日。親子１１人の参加で、
自然林で伐採したトウネズミモチの木
で、色々な木の実も使っておひな様人
形を作りました。個性豊かなかわいい
顔のおひな様がいっぱいできました。
最後に
最後に、みんなでチキンラーメン
みんなでチキンラーメンをいただきまし
チキンラーメンをいただきました
をいただきました。

2014 年度 猪名川キッズクラブ
猪名川キッズクラブ登録者
キッズクラブ登録者(
登録者(会員)
会員)募集 ♪♪
＝ キッズクラブ登録者限定の活動(農作業体験,クラフト,季節を味わう 等)も計画しています ＝
2014 年度(2014 年４月～2015 年３月)猪名川キッズクラブの登録者(会員)を募集します。キッズクラブは、
傷害保険への加入の関係で１年ごとの登録制になっています。４月からも引き続いてキッズクラブでの子ども
達の活動を希望されるご家庭は、継続登録の連絡をお願いいたします。
★ 継続登録は、３月中に福本までメール等で子どもさんの学校名・学年(年齢)をお知らせ下さい。
★ 新規加入は、活動参加時にお申し出下さるか、福本までメールでご連絡ください。
※ 登録経費(年間登録料:１家族５００円＋傷害保険料等:１人５００円)は、活動参加時にお支払い下さい。
園田の自然を みんなで楽しみましょう♪♪

中学生・高校生の参加も 歓迎します♪♪

【キッズクラブ 活動予定】
活動予定】

2014. 3. 1

＝ 「楽しそうだな
しそうだな！」
！」と
にどんどん参加
参加して
！」と思う活動にどんどん
活動にどんどん
参加して、
して、自然とのふれあいを
自然とのふれあいを 楽しみましょう !! ＝
☆☆ キッズクラブの
キッズクラブの帽子と
帽子と名札を
名札を忘れずに持
れずに持って、
って、参加してください
参加してください ♪♪ ☆☆
水○
キ
３月 ２日(日) 藻川で
藻川で楽しもう[31]
しもう[31]「
[31]「河原で
河原で春を見つけよう」
つけよう」 ９時 30 分～１１時 30 分 ○
藻川 中園橋 9:30 集合
[雨天中止]
【参加費】無 料
① 河原を歩いて春見つけ
(一般の人 １人:50 円)
② 水辺の生き物観察
☆ 持ち物＝水筒、軍手,(双眼鏡、長そで服、長ズボン)
ＢＹスタンプ対象
※ だれでも、当日 自由に参加できます ♪♪
緑○
キ
３月 ９日(日) 猪名川自然林観察
猪名川自然林観察ウォーク
観察ウォーク⑥
ウォーク⑥「早春の
早春の自然林を
自然林を歩こう」
こう」９時 30 分～１２時 ○
猪名川公園 入口 9:30 集合
[小雨決行]
【参加費】１人:１００円
○ 猪名川自然林で、春を見つけよう
(一般の人 １人:200 円)
ステキな春を見つけましょう♪♪
[解説] 石丸 京子 先生(環境学園専門学校)
◎ キッズクラブは
キッズクラブは、終了後に
終了後に自然林の
自然林のミツバが
ミツバが入ったおみそ汁
ったおみそ汁を食べます。
ます。
※ キッズクラブのみなさん
キッズクラブのみなさん。
のみなさん。ぜひ参加下
ぜひ参加下さい
参加下さい。
さい。当日参加 ０Ｋです♪♪
です♪♪
キ
３月２３日
９時 30 分～１１時 30 分
○
２３日(日) タマネギ畑
タマネギ畑の草抜き
草抜き＆ツクシをさがそう
ツクシをさがそう
農園(タマネギ畑)又は市バス田能口バス停 9:30 集合
[雨天中止]
① タマネギ畑の草抜き＆畑の野菜の見学
② 猪名川の堤防でツクシをさがそう
☆ 持ち物＝水筒、軍手、帽子
※ キッズクラブ
キッズクラブだけの
ラブだけの活
だけの活動です♪
です♪♪ キッズクラブの
キッズクラブの人は、ぜひ 参加して
参加して下
して下さい ♪♪
※ できるだけ 事前に
０Ｋです)。
事前に参加の
参加の可否をお
可否をお知
をお知らせ下
らせ下さい(当日参加も
さい
水○
キ
４月 ６日(日) 水辺で
○
水辺で楽しもう①
しもう①「野草を
野草を摘んで食
んで食べよう」
べよう」 ９時 30 分～１２時
猪名川公園 入口 9:30 集合
[雨天中止]
【参加費】１人:１００円
① 猪名川河川敷で野草摘み
(一般の人 １人:200 円)
② 野草を料理して食べよう
ＢＹスタンプ対象
※ 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。
※ 準備のため
０Ｋです)。
準備のため、
のため、できるだけ 事前の
事前の申込をお
申込をお願
をお願いします(当日参加も
いします
キ○
緑
４月２０日
２０日(日) 猪名川自然林で
猪名川自然林で遊ぼう①
ぼう①「バウムクーヘンを
バウムクーヘンを作ろう」
ろう」 ９時 30 分～１２時 ○
猪名川公園 入口 9:30 集合 [雨天の時は,4/27 に延期]
【参加費】１人:１００円
① 猪名川自然林で自然観察ウォーク
(一般の人 １人:200 円)
② バウムクーヘンを作ろう
４年生以上の
年生以上のキッズクラブの
キッズクラブの人は、お手伝いをお
手伝いをお願
いをお願いします♪♪
いします♪♪
※ 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。
※ 準備のため
準備のため、
のため、必ず 事前の
事前の申込をお
申込をお願
をお願いします。
いします
★ 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
※ ホームページの
ホームページのニュースレターをご
ニュースレターをご覧
をご覧ください。
ください。毎週 更新しています
更新しています♪♪
しています♪♪
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