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猪名川自然林や藻川は、兵庫県のレッドデータブックに「貴重なすばらしい自然の残る生き
物豊かな場所」として掲載されています。自然と文化の森協会では、尼崎市と協働し園田のま
ちの自然や歴史・文化と触れ合い、楽しみ学ぶ 公開イベントや取り組みをおこなっています。
大人も子どもも、園田のまちで楽しみましょう♪♪ 親子での参加、中高生の参加 歓迎します♪♪

猪名川自然林 自然観察
自然観察ウォーク
観察ウォーク

2014/3

わがまち再発見
わがまち再発見 歴史探訪
歴史探訪 (13:30～16:30)

[小雨決行]

～ レッドデータブックに載る林で観察ウォーク ～

① ６月２２日(日) JR 猪名寺駅 13:30 集合
５月１１日(日) 初夏の自然林で新緑の樹木に親しむ
西淀川・加島のまちを歩こう
[雨天中止]
７月１３日(日) 夏の自然林で花やチョウに親しむ
② ９月２８日(日) JR 猪名寺駅 13:30 集合
９月１４日(日) 秋の自然林で木の実に親しむ
川西・加茂遺跡を見学しよう
[雨天中止]

☆ いずれも、猪名川公園入口 9:30 集合。(11:30 終了)
事前申込は不要です。当日 直接集合場所へおいで下さい。
☆ ゆっくり観察コース２km。爽快ウォークコース５km に分か
れて、猪名川自然林の観察ウォークを実施予定です。
☆ 観察ガイド：石丸 京子先生(環境学園専門学校) ※ 予定
☆ 参加費は１人：２００円。

☆ 親子連れから学生さん、高齢者まで、楽しんで頂けます。
※ 問い合わせ先

白樫：090-8164-1980 (18～20 時)

猪名川自然林で
猪名川自然林で遊ぼう

[雨天中止]

４月２０日(日) 9:30～12:00 (雨天:4/27 に延期)
自然林観察＆バウムクーヘンを作って食べよう
７月２５日(金) 19:30～21:00
夜の自然林でセミの羽化を観察しよう
※ 夏休みの自由研究に最適です♪♪

10 月１２日(日) 9:30～11:30
木の実や木の葉で遊ぼう＆木の実を食べよう
☆ いずれも、猪名川公園入口 集合。
☆ 事前の申込をお願いします。参加費は１人：２００円。

親子での参加、中学生・高校生の参加 歓迎します♪♪
※ 申込先
ＢＹ

福本：090-4030-3833, hukumo08@bca.bai.ne.jp

ヒメボタル観察会
ヒメボタル観察会

[雨天中止]
① ５月２３日(金) 藻川中園橋 19:30 集合
② ５月３０日(金) 田能農業公園 19:30 集合
☆ 事前申込は不要です。参加費は１人：１００円。

☆ できるだけ、事前の申込をお願いします。
☆ 参加費は１人:２００円(別途 交通費が必要です)。
※ 申込・問い合わせ先
内田：090-3490-8624
ＢＹ

水辺で
水辺で楽しもう (9:30～11:30)

[雨天中止]

４月 ６日(日) 猪名川公園入口 集合
河原で野草摘み＆野草を食べよう
５月 ４日(日) 藻川中園橋東詰 集合
イタドリやベンケイガニをさがそう
６月 １日(日) 藻川中園橋河川敷 集合
藻川で魚取り＆生き物観察
７月 ６日(日) 藻川中園橋河川敷 集合
藻川で魚取り＆生き物観察
７月２０日(日) 園和北小学校南門前 集合
農業用水路でドジョウを取ろう＆生き物観察
８月 ３日(日) 藻川中園橋河川敷 集合
藻川で魚取り＆川流れ ※夏休みの自由研究に最適♪
９月 ７日(日) 藻川中園橋河川敷 集合
藻川で魚取り＆生き物観察
10 月 ５日(日) 猪名川公園入口 集合
河原でバッタと遊ぼう(＆バッタを食べてみよう)
☆ できるだけ、事前の申込をお願いします。
☆ 参加費は１人：２００円。

親子での参加、中高生の参加 歓迎します♪♪

※ 問い合わせ先 福本：090-4030-3833, hukumo08@bca.bai.ne.jp

※ 申込先

猪名川自然林 保全管理作業

[毎月第４日曜日]

～市民の力で、エノキ・ムクノキ林を守り育てよう～
枯れ木や枯れ枝の処理、林床整備、枝払い、
草刈り、ゴミ拾いなどの作業をおこないます

ＢＹ

佐藤:070-5651-1123, hukumo08@bca.bai.ne.jp

第 11 回 猪名川・
猪名川・藻川 水辺まつり
水辺まつり
秋に、藻川中園橋河川敷で実施
農作業体験講座(田能の里芋＆野菜栽培)
農作業体験講座

田能の農地保全や地場野菜である田能の里芋の復活をめざ
して、農作業体験講座を実施しています。
自然と
(参加無料)
藻川クリーン
自然と文化の
文化の森プラットフォーム
藻川クリーン活動
クリーン活動 [雨天中止]
毎月第３火曜日・奇数月 19:00～21:00 園田地区会館
[園田の歴史を知る] ☆ 毎月第３水曜日 13:00～14:30
・偶数月 10:00～11:30 コミュニティルーム園田 [園田の自然を知る] ☆ 藻川中園橋 13:00 集合 (参加無料)
【主催:園田地域福祉作業所交流】
☆ どなたでも自由に参加頂けます♪♪
【主催:尼崎市園田地域振興センター】
※ 問い合わせ先

白樫：090-8164-1980 (18～20 時)

※ 各イベントの日程や内容等は変更になる場合がありますので、ホームページなどで事前に必ずご確認下さい。
※ イベント参加時の安全確保は、参加者各自の責任でお願いします。 [森協会ホームページ] 自然と文化の森協会 検索
※ 猪名川キッズクラブ登録者(会員)を対象としたキッズクラブの独自活動も、別途実施しています。
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自然と
自然と文化の
文化の森協会 とは ・ ・ ・
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
尼崎市の北東部 かつてここには
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
川が育む豊かな大地と自然があった
市民団体で、2002 年から活動をおこなっています。
生き物たちと共にすごした
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
心安らぐ暮らしがあった
(水辺部会)、田能の里芋や野菜の栽培と農地の保全活動(農業部会)、 子どもの頃の遊び場は川と田んぼと森だった
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(猪名川
わくわくしたのはお祭りだった
キッズクラブ)などをおこない、会員個々の興味や関心に合わせて参
でも田んぼや森は小さくなった
祭りのお囃子も少なくなった
加・活動しています。
その大切さに気づかなかった
自然と文化の森構想実現への中核組織として、尼崎市と協働して
川を森をお祭りを
地域の自然・農業・歴史・文化を受け継ぎ、育み、次の世代へと引
もう一度子どもたちにも大人にも
き継ぐため、
「ふれあい、楽しみ、学び」を合い言葉に、市民のみな
本当の豊かさを知るように
さんに参加していただける公開イベントを実施するとともに、小学
心豊かに暮らせるように
校や各種団体の環境体験・自然体験活動の支援もおこなっています。
いつでも入会いただけます。活動参加時にお申し出下さい。
「自然と文化の森構想・自然と文化の森宣言」
（２００１年 尼崎市策定）より

※ 活動の様子はホームページのニュースレターで、自然と文化の森協会 検索

自然と
自然と文化の
文化の森協会 猪名川キッズクラブ
猪名川キッズクラブ ～ 子どもも まちの主人公
まちの主人公 ～
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♪」
猪名川自然林で
猪名川自然林で流しそうめんを
しそうめんを楽しむ
という子ども達(幼児～高校生)が参加して、藻川や猪名川での魚取り
や生き物さがし、猪名川自然林での自然体験活動や生き物観察など
をおこなっています。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。
また、キッズクラブ登録者(会員)の独自活動として、農園でのタ
マネギやサツマイモの農作業体験、自然林のめぐみを味わったり、
猪名川自然林のクリーン活動をおこなったりもしています。環境省
の「こどもエコクラブ」
、
「子どもホタレンジャー」
、ＢＹＱの「わ
くわく調査隊」の登録団体にもなっています。
キッズクラブは登録制です。各種イベント参加時にお申し出下さい。入会のしおりをお渡しします(幼児や小学
１・２年生の参加は、原則として保護者の方も参加をお願いします)。 中学生・高校生の入会、大学生のボランティア
スタッフも歓迎します♪♪
[問い合わせ・登録申込先 福本：090-4030-3833 hukumo08@bca.bai.ne.jp ]

ＢＹスタンプラリー

琵琶湖・
琵琶湖・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「水辺で楽しもう」

[ 活動場所付近の地図 ]
農業公園

農園

シリーズの活動等は、「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。

藻川中園橋

猪名川公園

猪名川自然林

『猪名川自然林ポケットガイド
猪名川自然林ポケットガイド』
ポケットガイド』(３００円で販売中)
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・散策のお供に ご活用
下さい。活動に参加された時などに、お買い求め下さい。

園田地区会館

阪急園田駅

