
２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年        【【【【    ９９９９・・・・10101010月月月月    活動活動活動活動予定予定予定予定    】】】】     ※ 変更になる場合もあります 

☆ 自然と文化の森協会は、尼崎市が策定した市制１００周年の２０１６年を目標年とする「自然と文化の森構想」の

具体化に向けて尼崎市と協働して園田地域で活動しています。 

☆ ＢＹスタンプ対象は、琵琶湖・淀川水質保全機構(ＢＹＱ)の「ＢＹスタンプラリー」の対象となる活動です。 

☆ 活動参加時の安全確保は、参加者各自の責任でお願いします。 

★ 青字：森協会,キッズクラブ主催[一般募集イベント]   紫字：森協会協力:他団体主催[一般募集イベント] 

  黒字：森協会・キッズクラブ内部活動(一般の方には参加いただけません) 

９９９９月月月月    １１１１日日日日((((日日日日))))    藻川藻川藻川藻川でででで楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう(29)(29)(29)(29)    

「「「「魚捕魚捕魚捕魚捕りりりり＆＆＆＆アレチウリアレチウリアレチウリアレチウリ駆除活動駆除活動駆除活動駆除活動」」」」    

９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１１１１１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分 

    [雨天中止] 

対象 一一一一    般般般般、、、、    親親親親    子子子子                            キッズクラブキッズクラブキッズクラブキッズクラブ    担当 水辺部会・キッズクラブ 

 ★★★★    藻川藻川藻川藻川    中園橋河川敷中園橋河川敷中園橋河川敷中園橋河川敷    ９９９９::::３０３０３０３０集合集合集合集合                 【参加費】１人:５０円(会員:無料)  

① 藻川で魚捕り＆ライフジャケットを着けて川流れ 

 ② アレチウリの駆除                                 ＢＹＢＹＢＹＢＹスタンプスタンプスタンプスタンプ対象対象対象対象 

� 川が増水している場合は、バッタ捕りに変更して実施します。 

☆ 持ち物＝水筒、帽子、軍手、タオル、水に入れる靴(サンダルは不可)、(水に濡れてもよい服装) 

※ どなたでも、当日 自由に参加いただけます。魚捕り用のタモ網は貸し出します。 

[問い合わせ先] 福本：� hukumo08@bca.bai.ne.jp  � 090-4030-3833 

９月 ７日(土) 農作業体験講座 ８時 ～ 

対象 里芋会員 担当 農業部会 

★ 農園          ※ 2013年度農作業体験講座の募集は締め切りました。 

○ 除草・土寄せ など の共同作業 

９９９９月月月月    ８８８８日日日日((((日日日日))))    猪名川自然林猪名川自然林猪名川自然林猪名川自然林ウォークウォークウォークウォーク    ③③③③    

「「「「自然林自然林自然林自然林でででで木木木木のののの実実実実にににに親親親親しむしむしむしむ」」」」    

９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１２１２１２１２時時時時    

                                                    [小雨決行] 

対象 一一一一    般般般般、、、、    親親親親    子子子子                            キッズクラブキッズクラブキッズクラブキッズクラブ    担当 緑部会 

 ★★★★    猪名川公園猪名川公園猪名川公園猪名川公園    南入口南入口南入口南入口    ９９９９::::３０３０３０３０集合集合集合集合            【参加費】１人:２００円(会員:100円)  

○ 猪名川自然林で自然観察ウォーク：木の実を見よう 

① ゆっくり観察コース  [講師] 石丸 京子 先生(環境学園専門学校) 予定 

    ② 壮快ウォークコース  [講師] 柳楽 忍(自然と文化の森協会) 

 ☆ 持ち物＝軍手、水筒、帽子、虫除け、(ルーペ、双眼鏡、歩きやすい靴) 

※ どなたでも、当日 自由に参加いただけます。 親子での参加、中高生の参加も 歓迎します ♪♪ 

                                                  [問い合わせ先] 白樫：090-8164-1980(18～20時) 

９月１１日(水) 武庫南小学校環境体験学習 ９時～１１時３０分   [雨天＝延期] 

対象 武庫南小学校３年生 １０３人 担当 事務局 

★ 武庫川河川敷 

 ○ 魚捕り＆バッタや生き物観察 

※ 自然と文化の森協会からスタッフが参加し、小学校３年生の環境体験学習を支援します。 

９９９９月月月月１７１７１７１７日日日日((((火火火火))))    自然自然自然自然とととと文化文化文化文化のののの森森森森プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォーム    １１１１９９９９時時時時    ～～～～    ２１２１２１２１時時時時３０３０３０３０分分分分    

対象 一一一一    般般般般 担当 歴史文化部会 

★★★★    園田地区会館園田地区会館園田地区会館園田地区会館                                                                 【参加費】無  料  

○ 園田の歴史を楽しもう 

※ どなたでも、当日 自由に参加いただけます。 

【主催】尼崎市園田地域振興センター(� 06-6491-2361) 

９月１８日(水) 園田小学校環境体験学習 ９時～１１時３０分   [雨天＝延期] 

対象 園田小学校３年生 １４３人 担当 事務局 

★ 藻川河川敷 

 ○ 魚捕り＆バッタや生き物観察 

※ 自然と文化の森協会からスタッフが参加し、小学校３年生の環境体験学習を支援します。 



９９９９月月月月１８１８１８１８日日日日((((水水水水))))    藻川藻川藻川藻川クリーンクリーンクリーンクリーン活動活動活動活動    １３１３１３１３時時時時    ～～～～    １４１４１４１４時時時時30303030分分分分       [雨天中止]    

対象 一一一一    般般般般 担当 事務局 

 ★★★★    藻川藻川藻川藻川    中園橋中園橋中園橋中園橋    １３１３１３１３::::００００００００集合集合集合集合                      【参加費】無  料     

① 中園橋付近河川敷のゴミ拾い     

② 植物観察 

 ☆ 持ち物＝軍手、帽子、水筒,(ゴミはさみ、歩きやすい靴) 

※ どなたでも、当日 自由に参加いただけます。 

  【主催】園田地域福祉作業所交流(� 06-6498-4183) 

９月１９日(木) 下坂部小学校環境体験学習 １２時～１４時     [雨天＝9/20] 

対象 下坂部小学校３年生 ６１人 担当 事務局 

★ 藻川河川敷 

 ○ バッタ捕り＆生き物観察 

※ 自然と文化の森協会からスタッフが参加し、小学校３年生の環境体験学習を支援します。 

９９９９月月月月２２２２２２２２日日日日((((日日日日))))    第第第第10101010回回回回    猪名川猪名川猪名川猪名川・・・・藻川藻川藻川藻川水辺水辺水辺水辺まつりまつりまつりまつり    ９９９９時時時時    ～～～～    １５１５１５１５時時時時            [雨天＝9/23]    

対象 一一一一    般般般般 担当 交流部会・キッズクラブ 

 ★★★★    藻川中園橋藻川中園橋藻川中園橋藻川中園橋    河川敷河川敷河川敷河川敷 

○ 水辺のコンサート、カヌー・Eボート・いかだ・アシ船の乗船体験、藻川の魚の試食 

藻川の生き物展示、食べ物などの模擬店、体験コーナー、子どもコーナー、フリーマーケット など 

※ 自然と文化の森協会は、イカダ乗船体験、藻川の魚試食、ナマズのなまちゃんの山車を担当します。 

 猪名川キッズクラブは、クラフト販売のブースをおこないます。 

※ どなたでも、当日 自由に参加いただけます。     ＢＹＢＹＢＹＢＹスタンプスタンプスタンプスタンプ対象対象対象対象(猪名川キッズクラブのブース) 

【主催】猪名川・藻川の清流復元フォーラム・水辺まつり実行委員会(� 06-6430-9220) 

９月２３日(月) 農作業体験講座 ８時 ～ 

対象 里芋会員・野菜会員 担当 農業部会 

★ 農園           

○ 除草・土寄せ など の共同作業 

※ 2013年度農作業体験講座の募集は締め切りました。  

９月２６日(木) 梅香小学校環境体験学習 ９時３０分～１１時３０分 [雨天＝延期] 

対象 梅香小学校３年生 ７３人 担当 事務局 

 ★ 藻川河川敷 

○ 魚捕り＆生き物観察 

※ 自然と文化の森協会からスタッフが参加し、小学校３年生の環境体験学習を支援します。 

９９９９月月月月２８２８２８２８日日日日((((土土土土))))    猪名寺猪名寺猪名寺猪名寺さぼくがさぼくがさぼくがさぼくが丘植生調査丘植生調査丘植生調査丘植生調査    ９９９９時時時時    ～～～～    １１１１１１１１時時時時30303030分分分分   [雨天中止]    

対象 一一一一    般般般般 担当 交流部会 

 ★★★★    猪名寺猪名寺猪名寺猪名寺    さぼくがさぼくがさぼくがさぼくが丘公園丘公園丘公園丘公園 9:00 9:00 9:00 9:00集合集合集合集合    

 ○ さぼくが丘の植生調査 

※ どなたでも、当日 自由に参加いただけます。  

                                 【主催】猪名寺万葉の森再生プロジェクト(内田 � 090-3490-8624) 

９９９９月月月月２９２９２９２９日日日日((((日日日日))))    わがまちわがまちわがまちわがまち再発見歴史再発見歴史再発見歴史再発見歴史ウォッチングウォッチングウォッチングウォッチング    ②②②②    

「「「「冨田冨田冨田冨田・・・・椎堂椎堂椎堂椎堂のまちをのまちをのまちをのまちを歩歩歩歩こうこうこうこう」」」」    

１３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１６１６１６１６時時時時３０３０３０３０分分分分    

                                                    [雨天中止] 

対象 一一一一    般般般般        担当 歴史文化部会 

 ★★★★    阪急園田駅阪急園田駅阪急園田駅阪急園田駅１１１１階階階階    １３１３１３１３::::３０３０３０３０集合集合集合集合            【参加費】１人:２００円(会員:100円)  

○ 園田地区の冨田や椎堂のまちを歩きます(地域のみなさんからも,お話をお聞きします)。 

 ☆ 持ち物＝筆記用具、水筒、帽子、(歩きやすい靴)                

※ できるだけできるだけできるだけできるだけ、、、、事前事前事前事前のののの申込申込申込申込をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    親子での参加、中高生の参加も 歓迎します ♪♪ 

                                 [申込先] 内田：090-3490-8624 



１０月 ２日(水) 若葉小学校環境体験学習 ９時３０分～１１時３０分 [雨天＝延期] 

対象 若葉小学校３年生 １８人 担当 事務局 

 ★ 藻川河川敷 

○ 魚捕り＆生き物観察 

※ 自然と文化の森協会からスタッフが参加し、小学校３年生の環境体験学習を支援します。 

１０月 ４日(金) 園田北小学校環境体験学習 ９時３０分～１４時   [雨天＝延期] 

対象 園田北小学校３年生 ４９人 担当 事務局 

★ 猪名川河川敷＆猪名川風致公園 

 ① バッタ捕り＆生き物観察    

② 猪名川自然林観察ウォーク＆ドングリの試食 

※ 自然と文化の森協会からスタッフが参加し、小学校３年生の環境体験学習を支援します。 

１０月 ５日(土) 農作業体験講座 ８時 ～ 

対象 里芋会員 担当 農業部会 

★ 農園           

○ 除草・土寄せ など の共同作業 

※ 2013年度農作業体験講座の募集は締め切りました。 

１０月 ５日(土) 自然と文化の森協会 定例幹事会 １８時 ～ ２１時 

対象 協会 三役・幹事・相談役 担当 事務局  

★ 園田公民館 学習室 

① 活動報告＆活動予定     

② 自然と文化の森構想の推進について   

③ その他 

１０１０１０１０月月月月    ６６６６日日日日((((日日日日))))    水辺水辺水辺水辺でででで楽楽楽楽しみしみしみしみ隊隊隊隊    ④④④④    

「「「「バッタバッタバッタバッタとととと遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう」」」」    

９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１１１１１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分 

    [雨天中止] 

対象 一一一一    般般般般、、、、    親親親親    子子子子                            キッズクラブキッズクラブキッズクラブキッズクラブ    担当 水辺部会・キッズクラブ 

 ★★★★    猪名川公園猪名川公園猪名川公園猪名川公園    南入口南入口南入口南入口    ９９９９::::３０３０３０３０集合集合集合集合                 【参加費】１人:２００円(会員:100円)  

① 猪名川河川敷でバッタ捕り＆生き物観察     

 ② バッタのオリンピック                         ＢＹＢＹＢＹＢＹスタンプスタンプスタンプスタンプ対象対象対象対象 

③ イナゴを食べてみよう(終了後に、希望者で実施予定) 

☆ 持ち物＝水筒、帽子、(虫かご、虫捕りアミ、長ズボン) ※ バッタ捕り用の網は貸し出します。 

※ できるだけできるだけできるだけできるだけ、、、、事前事前事前事前のののの申込申込申込申込をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 親子での参加、中高生の参加も 歓迎します ♪♪ 

[申込先] 福本：� hukumo08@bca.bai.ne.jp  佐藤：� 070-5651-1123 

１０１０１０１０月月月月    ６６６６日日日日((((日日日日))))    もぐもぐまつりもぐもぐまつりもぐもぐまつりもぐもぐまつり    

    ～～～～地産地消地産地消地産地消地産地消・・・・食食食食をををを考考考考えるおえるおえるおえるお祭祭祭祭りですりですりですりです～～～～    

９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１５１５１５１５時時時時    [雨天中止] 

対象 一一一一    般般般般 担当 事務局 

 ★ 猪名川公園 芝生広場 

 模擬店(食べ物や遊びのお店)。体験コーナー。子どもコーナー。森のコンサート など 

※ 自然と文化の森協会＆猪名川キッズクラブも、バウムクーヘン作り(体験)やクラフト販売のお店を出店

する予定です。 

※ どなたでも、当日 自由に参加いただけます。        

【主催】もぐもぐまつり実行委員会 (阪神産地直送センター 中原 06-4868-4350) 

１０月１１日(金) 園和北小学校環境体験学習 ９時３０分～１５時   [雨天＝延期] 

対象 園和北小学校３年生 １３７人 担当 事務局 

★ 猪名川風致公園 

 ○ クラフト作り 

※ 自然と文化の森協会からスタッフが参加し、小学校３年生の環境体験学習を支援します。 



１０１０１０１０月月月月１３１３１３１３日日日日((((日日日日))))    猪名川自然林猪名川自然林猪名川自然林猪名川自然林でででで遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう    ⑤⑤⑤⑤    

「「「「木木木木のののの実実実実やややや木木木木のののの葉葉葉葉でででで遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう」」」」    

９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１１１１１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分    

                                                    [雨天中止] 

対象 一一一一    般般般般、、、、    親親親親    子子子子                            キッズクラブキッズクラブキッズクラブキッズクラブ    担当 キッズクラブ・緑部会 

 ★★★★    猪名川公園猪名川公園猪名川公園猪名川公園    南入口南入口南入口南入口    ９９９９::::３０３０３０３０集合集合集合集合           【参加費】１人:２００円(会員:100円)  

① 猪名川公園で木の実をさがそう    

② 猪名川自然林の自然観察 

③ 木の実や木の葉で遊ぼう＆ミニクラフト作り 

 ☆ 持ち物＝水筒、帽子、ビニル袋、(長そで服、長ズボン) 

※※※※    できるだけできるだけできるだけできるだけ、、、、事前事前事前事前のののの申込申込申込申込をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 親子での参加、中高生の参加も 歓迎します ♪♪ 

                         [申込先] 福本  � hukumo08@bca.bai.ne.jp  � 090-4030-3833 

１０月１３日(日) 猪名川猪名川猪名川猪名川キッズクラブキッズクラブキッズクラブキッズクラブ    独自独自独自独自活動活動活動活動④④④④    １１時３０分～１３時３０分 [雨天中止] 

対象 キッズクラブ会員(登録者)、森協会会員 担当 キッズクラブ 

★ 猪名川自然林 チョウの庭 

① 自然林のクリーン活動＆自然観察       ※※※※    キッズクラブキッズクラブキッズクラブキッズクラブ会員会員会員会員((((登録者登録者登録者登録者))))限定限定限定限定のののの活動活動活動活動ですですですです。。。。 

② シイの実を味わおう＆焼き芋(予定)を作ろう    自然林自然林自然林自然林でででで遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう⑤⑤⑤⑤終了後終了後終了後終了後におこないますにおこないますにおこないますにおこないます。。。。 

☆ 持ち物＝軍手、水筒、おにぎり        ※※※※    当日当日当日当日、、、、入会受付入会受付入会受付入会受付もおこないますもおこないますもおこないますもおこないます。。。。 

                [問い合わせ先] 福本 � hukumo08@bca.bai.ne.jp  � 090-4030-3833 

１０１０１０１０月月月月１５１５１５１５日日日日((((火火火火))))    自然自然自然自然とととと文化文化文化文化のののの森森森森プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォーム    １１１１００００時時時時    ～～～～    １１１１１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分    

対象 一一一一    般般般般 担当 事務局 

★★★★    コミュニティルームコミュニティルームコミュニティルームコミュニティルーム園田園田園田園田(園田支所東隣)                 【参加費】無  料  

○ 園田の自然を楽しもう[24]  園田の自然についてミニ講座  

 [報告] 未定 

※ どなたでも、当日 自由に参加いただけます。【主催】尼崎市園田地域振興センター(� 06-6491-2361) 

１０１０１０１０月月月月１６１６１６１６日日日日((((水水水水))))    藻川藻川藻川藻川クリーンクリーンクリーンクリーン活動活動活動活動    １３１３１３１３時時時時    ～～～～    １４１４１４１４時時時時30303030分分分分       [雨天中止]    

対象 一一一一    般般般般 担当 事務局 

 ★★★★    藻川藻川藻川藻川    中園橋中園橋中園橋中園橋    １３１３１３１３::::００００００００集合集合集合集合                      【参加費】無  料     

① 中園橋付近河川敷のゴミ拾い      

② 植物観察 

 ☆ 持ち物＝軍手、帽子、水筒,(ゴミはさみ、歩きやすい靴) 

※ どなたでも、当日 自由に参加いただけます。  【主催】園田地域福祉作業所交流(� 06-6498-4183) 

１０月２０日(日) 農作業体験講座 ８時 ～ 

対象 里芋会員・野菜会員 担当 農業部会 

★ 農園           

○ 除草・土寄せ など の共同作業 

※ 2013年度農作業体験講座の募集は締め切りました。 

１０１０１０１０月月月月２６２６２６２６日日日日((((土土土土))))    猪名寺猪名寺猪名寺猪名寺さぼくがさぼくがさぼくがさぼくが丘丘丘丘ワークショップワークショップワークショップワークショップ    １０１０１０１０時時時時    ～～～～    １２１２１２１２時時時時           [雨天中止]    

対象 一一一一    般般般般 担当 交流部会 

 ★★★★    猪名寺猪名寺猪名寺猪名寺    さぼくがさぼくがさぼくがさぼくが丘公園丘公園丘公園丘公園 9:00 9:00 9:00 9:00集合集合集合集合    

 ○ さぼくが丘の森整備へのワークショップ 

※ どなたでも、当日 自由に参加いただけます。 

【主催】猪名寺万葉の森再生プロジェクト(内田 � 090-3490-8624) 

１０月２７日(日) 猪名川自然林保全管理作業 ９時30分～１５時        [雨天中止] 

対象 森協会会員 担当 緑部会 

 ★ 猪名川風致公園 チョウの庭 ９:３０集合 

○ 猪名川自然林の保全管理作業 

※ どなたでも、当日 自由に参加いただけます。   [問い合わせ先] 白樫：090-8164-1980(18～20時) 



１０１０１０１０月月月月２７２７２７２７日日日日((((日日日日))))    豆島豆島豆島豆島フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル    １０１０１０１０時時時時    ～～～～    １４１４１４１４時時時時           [雨天中止] 

対象 一一一一    般般般般    担当 交流部会 

 ★★★★    おおぞらおおぞらおおぞらおおぞら広場広場広場広場    

 ○ 豆島の紹介。カヌー・Eボートの乗船体験。ミニコンサート。模擬店 など 

※ どなたでも、当日 自由に参加いただけます。   【主催】出会いの島・豆島プロジェクト実行委員会 

１０１０１０１０月月月月２７２７２７２７日日日日((((日日日日))))    猪名川流域一斉水質調査猪名川流域一斉水質調査猪名川流域一斉水質調査猪名川流域一斉水質調査    ((((予定予定予定予定))))    ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１１１１１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分  [雨天中止]    

対象 一一一一    般般般般、、、、    親親親親    子子子子                            キッズクラブキッズクラブキッズクラブキッズクラブ 担当 水辺部会・キッズクラブ 

★★★★    藻川藻川藻川藻川    中園橋中園橋中園橋中園橋    ９９９９::::３０３０３０３０集合集合集合集合                    【参加費】１人:５０円(会員:無料)  

○ 藻川・猪名川の水質調査(中園橋→大井堰→猪名川橋→利倉橋)→おおぞら広場(豆島フェスティバル) 

※ 自転車自転車自転車自転車でででで移動移動移動移動しますしますしますします。。。。必必必必ずずずず自転車自転車自転車自転車でででで参加参加参加参加してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

※ どなたでも、当日 自由に参加いただけます。 福本：� hukumo08@bca.bai.ne.jp � 090-4030-3833 

【主催】国土交通省近畿地方整備局猪名川河川事務所 

 

★★★★    自然自然自然自然とととと文化文化文化文化のののの森協会森協会森協会森協会    会員募集会員募集会員募集会員募集    

私達自然と文化の森協会は、尼崎市が策定した「自然と文化の森構想」の具体化に向けて尼崎市と協働し 

て園田地域で活動している市民団体です。猪名川自然林の保全・再生活動(緑部会)、猪名川や藻川での活動(水

辺部会)、田能の里芋や野菜の栽培(農業部会)、歴史ウォッチング(歴史部会)、子どもや親子の自然体験活動

(キッズクラブ)などの取り組みをおこない、会員個々の興味や関心に合わせて参加・活動しています。 

 ※ ホームページの[会員について：入会＆資料請求]の項からお申し込みいただくか、活動参加時にお申

し出下さい。年会費は３,０００円です。 

 

★★★★    自然と文化の森協会・猪名川猪名川猪名川猪名川キッズクラブキッズクラブキッズクラブキッズクラブ    会員会員会員会員募集募集募集募集    

自然と文化の森協会・猪名川キッズクラブは、「園田のまちの自然をいっぱい知りたい！ いっぱい楽しみ

たい！」という子ども達(幼児～高校生)が参加し、藻川や猪名川での植物観察や魚取り・生き物さがし、猪

名川自然林での森を守る活動や生き物観察などをおこない、自然とふれあい楽しんでいます。 

子ども達の自然体験のほかに、親子の触れ合いの場としても楽しんでもらっています(幼児や小学校１・２

年生は原則として保護者の付き添いをお願いします)。 環境省の「子どもエコクラブ」、「子どもホタレンジ

ャー」の登録団体にもなっています。 

★ 登録費(１家族:５００円/年)と、傷害保険加入料(１人:５００円/年)が必要です。 

★ キッズクラブへの登録は活動参加時にお申し出下さい。 

            [問い合わせ先]  福本：� hukumo08@bca.bai.ne.jp  � 090-4030-3833  

 

★★★★    『『『『猪名川自然林猪名川自然林猪名川自然林猪名川自然林ポケットガイドポケットガイドポケットガイドポケットガイド』』』』((((３００３００３００３００円円円円) ) ) ) 販売中販売中販売中販売中！！！！！！！！    

自然と文化の森協会緑部会が中心になって作成し、猪名川自然林の樹木や草花・昆虫・野鳥、猪名川自然

林周辺の記念碑などをカラー写真で紹介した猪名川自然林(猪名川公園・猪名川風致公園 等)のガイドブック

です。 猪名川自然林や藻川・猪名川での自然観察や散策のお供にご活用下さい。 

 活動に参加された時などに、ぜひお買い求め下さい。 

 

★★★★        ＢＹＢＹＢＹＢＹスタンプラリースタンプラリースタンプラリースタンプラリー                                            琵琶湖琵琶湖琵琶湖琵琶湖・・・・淀川水質保全機構淀川水質保全機構淀川水質保全機構淀川水質保全機構     

琵琶湖・淀川水質保全機構が、水辺での活動の推進をめざして、「ＢＹ 

スタンプラリー」という取り組みをおこなっています。 

自然と文化の森協会の「水辺で楽しみ隊」・「藻川で楽しもう」などの 

活動は、「ＢＹスタンプラリー」の対象となる活動です。 

スタンプラリーは、どなたでも参加できます。初回 参加時にお申し 

出ください。スタンプ台紙をお渡しします。 

 


