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自然と文化の森自然と文化の森自然と文化の森自然と文化の森((((猪名の里猪名の里猪名の里猪名の里))))のすてきな宝物をのすてきな宝物をのすてきな宝物をのすてきな宝物を    一緒に楽しみませんか一緒に楽しみませんか一緒に楽しみませんか一緒に楽しみませんか    ♪♪♪♪♪♪♪♪    
～～～～    猪名の里は、猪名の里は、猪名の里は、猪名の里は、尼崎市の尼崎市の尼崎市の尼崎市の「自然と文化の森構想」の舞台。農業・自然・歴史文化の息づくまち「自然と文化の森構想」の舞台。農業・自然・歴史文化の息づくまち「自然と文化の森構想」の舞台。農業・自然・歴史文化の息づくまち「自然と文化の森構想」の舞台。農業・自然・歴史文化の息づくまち        ～～～～    

 猪名川自然林や藻川は、兵庫県のレッドリストに「貴重な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 園田のまちの農業や 

自然・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、猪名の里(園田のまち)で すてきな宝物に触れ、楽しみ、学びましょう ♪♪        2016/5 

    猪名川自然林で楽しもう猪名川自然林で楽しもう猪名川自然林で楽しもう猪名川自然林で楽しもう    [雨天中止] 
７月１０日(日)  9:40～11:40 

かわいいチョウや虫たちをさがそう 

７月２２日(金) 19:30～21:00頃 (猪名川公園に駐車可) 

   神秘的なセミの羽化＆夜の虫たちを楽しもう 

８月１４日(日)  9:40～11:40 

６種類のセミとキリギリスをさがそう 

９月１１日(日)  9:40～11:40 

   猪名川自然林の不思議発見 観察ウォーク 

10 月 9 日(日)  9:40～11:40 

おいしい木の実をさがして味わおう 

11 月13 日(日)  9:40～11:40 

いろいろな木の葉をさがして遊ぼう 

１月 ８日(日)  9:40～11:40 

   冬芽の観察＆木の顔をさがそう 

３月１２日(日)  9:40～11:40 

   猪名川自然林の春をさがそう 
☆ いずれも、猪名川公園入口集合。参加費は１人：２００円。 

  自然観察指導員(日本自然保護協会)などが解説します。 

☆ できるだけ、事前の申込をお願いします(当日参加もOK)。 

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

ＢＹＢＹＢＹＢＹ  水辺で楽しもう水辺で楽しもう水辺で楽しもう水辺で楽しもう (9:40～11:40)  [雨天中止] 

７月１７日(日) 園和北小学校南門前 集合 

農業用水路でドジョウやザリガニを捕ろう 

８月  ７日(日) 藻川中園橋河川敷 集合 

藻川で魚捕り＆ライフジャケットで川流れ 

９月  ４日(日) 藻川中園橋河川敷 集合 

藻川で魚捕り＆生き物観察 

10 月  ２日(日) 猪名川公園入口 集合 

バッタと遊ぼう＆天ぷらで食べよう 

11 月  ６日(日) 藻川中園橋河川敷 集合 

藻川で魚釣り＆天ぷらで食べよう 

12 月  4 日(日) 藻川中園橋東詰 集合 

クズで遊ぼう＆クズのつるでリースを作ろう 

２月 ５日(日) 猪名川公園入口 集合 

水辺の野鳥や冬の生き物観察 

３月  ５日(日) 藻川中園橋東詰 集合 

藻川の堤防を歩いて春を見つけよう 
☆ できるだけ、事前の申込をお願いします(当日参加もOK)。 

☆ 参加費は１人：２００円。 家族での参加、歓迎します♪♪ 

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

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

  ９月１８日(日) 阪急園田駅 13:30集合 

   田能のまちを歩こう    [雨天中止] 

１１月２７日(日) 阪急園田駅 13:30集合 

   戸ノ内のまちを歩こう   [雨天中止] 

☆ できるだけ、事前の申込をお願いします(当日参加もOK)。 

☆ 参加費は、１人:２００円。 

※ 申込・問い合わせ先  内田：090-3490-8624    

自然と文化の森プラットフォーラム自然と文化の森プラットフォーラム自然と文化の森プラットフォーラム自然と文化の森プラットフォーラム    
１１月 ５日(土) 園田地区会館 大ホール 1３時～ 

園田のまちの自然・農業・歴史・文化をみんなで考えましょう。 

第１５回第１５回第１５回第１５回    自然と文化の森自然と文化の森自然と文化の森自然と文化の森    収穫祭収穫祭収穫祭収穫祭    
～ 猪名の里の農地や自然のめぐみに感謝♪♪ ～    

１１月２０日(日) 農業公園  10 時～ 
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

て活動しています。都市部に残る農地は、貴重な緑であり、大

きな水瓶であり、多くの生き物がすむ拠点です。 
ＢＹＢＹＢＹＢＹ  第第第第 13131313 回回回回    猪名川・藻川猪名川・藻川猪名川・藻川猪名川・藻川    水辺まつり水辺まつり水辺まつり水辺まつり    
～ 子どもも大人も みんな川ガキになろう ～ 

９月25 日(日) 藻川中園橋 河川敷  9 時30 分～ 

カヌー・Ｅボート・いかだなどの乗船体験。藻川の生き物展示。 

川に入って魚捕り体験。水鉄砲遊び。牛乳パックで船作り。 

水辺の音楽会。食べ物やゲームなどのお店。体験コーナー 等 

ＢＹＢＹＢＹＢＹ   第第第第 14141414 回回回回    猪名川クリーン作戦猪名川クリーン作戦猪名川クリーン作戦猪名川クリーン作戦 

 ２月 ４日(土) 猪名川公園北 河川敷 10 時集合 
猪名川町から尼崎市まで、猪名川・藻川の流域20数か所で

一斉にゴミ拾いをおこないます。みんなで取り組みましょう。    

自然と文化の森プラットフォーム自然と文化の森プラットフォーム自然と文化の森プラットフォーム自然と文化の森プラットフォーム      (参加無料)    

毎月第３火曜日・奇数月19:00～21:00 園田地区会館       [園田の歴史を楽しむ] 

               ・偶数月 10:00～11:30 コミュニティルーム園田  [園田の自然を楽しむ] 

☆ 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】    

 藻川クリーン活動藻川クリーン活動藻川クリーン活動藻川クリーン活動  [雨天中止]    

☆ 毎月第３水曜日 13:00～14:30 

☆ 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】    

※ 参加時の安全確保は、参加者各自の責任でお願いします。日程や内容等は変更になる場合があります。事前にご確認下さい。 

※ 自然と文化の森協会は、ダイエー塚口店の「幸せの黄色いレシートキャンペーン」助成対象団体に登録していただいています。

毎月１１日に発行される黄色いレシートをお店に備え付けのＢＯＸに入れていただくと、お買い上げ金額の１％が助成登録団体へ

の助成金としてダイエーからに助成していただけます。  [ 自然と文化の森協会ブログ http://morikyoukai.sblo.jp/ ] 

団体団体団体団体ややややグループグループグループグループでのでのでのでの    自然観察会・体験活動・自然観察会・体験活動・自然観察会・体験活動・自然観察会・体験活動・ボランティア作業活動・ボランティア作業活動・ボランティア作業活動・ボランティア作業活動・歴史探訪歴史探訪歴史探訪歴史探訪などのなどのなどのなどの企画・運営もおこな企画・運営もおこな企画・運営もおこな企画・運営もおこなってってってっていますいますいますいます。。。。        



   自然と文化の森協会自然と文化の森協会自然と文化の森協会自然と文化の森協会    とはとはとはとは    ・・・・    ・・・・    ・・・・                                                                                                    

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

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、2002年から活動をおこなっています。 

猪名川自然林の保全・再生活動(緑部会)、猪名川や藻川での清流

復元への活動(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)、わがまち再発見歴史ウォッチング(歴史文化部会)、

子ども達や家族での自然体験活動(猪名川キッズクラブ)などをおこ

ない、会員個々の興味や関心に合わせて参加・活動しています。 

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

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

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

さんに参加していただける公開イベントを実施しています。 

また、小学校や保育園、各種団体の環境体験学習・自然体験活動

などのコーディネートや運営・講師派遣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。 

    [ 自然と文化の森協会 ＨＰ http://morikyoukai.sakura.ne.jp/ ] 

         自然自然自然自然と文化の森協会と文化の森協会と文化の森協会と文化の森協会    猪名川キッズクラブ猪名川キッズクラブ猪名川キッズクラブ猪名川キッズクラブ    ～～～～    子どもも子どもも子どもも子どもも    まちの主人公まちの主人公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♪」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、家族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。自然のめぐみを味わう活動やクラフト作り。猪名 

川自然林のクリーン活動などもおこなったりしています。環境省の「こども 

エコクラブ」、ＢＹＱの「わくわく調査隊」の登録団体にもなっています。    農業農業農業農業用水路でザリガニ釣り用水路でザリガニ釣り用水路でザリガニ釣り用水路でザリガニ釣り    

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(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♪♪ 

2015年度トム・ソーヤー企画コンテスト(安藤スポーツ・食文化振興財団)『推奨モデル特別賞』を受賞しました。 

    [問い合わせ・登録申込先 福本：090-4030-3833   hukumo08@bca.bai.ne.jp ] 

    ＢＢＢＢＹスタンプラリーＹスタンプラリーＹスタンプラリーＹスタンプラリー            琵琶湖・淀川水質保全機構琵琶湖・淀川水質保全機構琵琶湖・淀川水質保全機構琵琶湖・淀川水質保全機構                    [ 活動場所付近の地図 ] 

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 � 農業公園 

組みがおこなわれています。自然と文化の森協会の「水辺で楽しもう」 

は、「ＢＹスタンプラリー」の対象となる活動です。   � 農園 � 

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� 

               冨田住宅福祉会館 � 
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� 阪急園田駅 

     

 

尼崎市の北東部 かつてここには 

川が育む豊かな大地と自然があった 

生き物たちと共にすごした 

心安らぐ暮らしがあった 

子どもの頃の遊び場は川と田んぼと森だった 

わくわくしたのはお祭りだった 

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 

その大切さに気づかなかった 

川を森をお祭りを 

もう一度子どもたちにも大人にも 

本当の豊かさを知るように 

心豊かに暮らせるように 

 

「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 

『『『『ようこようこようこようこそそそそ    自然と文化の森自然と文化の森自然と文化の森自然と文化の森    猪名の里猪名の里猪名の里猪名の里    へへへへ』』』』(１００円で販売) 
自然と文化の森は尼崎市の北東部、猪名川と藻川が流れる園田地

域とその周辺を指します。ここには、自然林があり、農空間が広が

り、川遊びができる水辺があり、古くからの文化遺産があります。 

このパンフレットは「自然と文化の森：猪名の里」を知り、体験

し、楽しんでいただくために作成しました。猪名の里の散策のお供

に最適です。イベントに参加された時などにお買い求め下さい。 

・藻川中園橋  (阪急園田駅→徒歩20分) ※ 田能口バス停東にコインパーキング有 

阪神バス:阪神尼崎・尾浜,阪急塚口・JR塚口,JR 猪名寺,阪急園田 � 田能口下車すぐ 

・猪名川公園  (阪急園田駅→徒歩15分) ※ 無料駐車場(25台)有 

阪神バス:阪神尼崎・尾浜,阪急塚口・JR塚口,JR 猪名寺,阪急園田 � 椎堂下車すぐ 

■椎堂■ 

■田能口 


