主催

連携

オープンカレッジ活動の森を育てよう

連携

【日
【場
【内

時】 １２／１７（土）9：45～12：30
所】 尼崎の森中央緑地パークセンター（扇町 33-4）
容】 森の手入れ体験、藁しきとリース作りなど
※天候により中止または内容を変更する場合あり
【定 員】 20 名（要申込み） ※受付期間 12/4～12/13
【参加費】 無料
【持ち物】 汚れてもよい服装（長袖、長ズボン）
、運動靴、帽子、
軍手、飲み物
申込み ・ 問合せ : あまがさき環境オープンカレッジ実行委員会
【事務局 NPO 法人あまがさき環境オープンカレッジ】
TEL/FAX ： ０６－６４２１－０５４４ E-mail：aoce@gb4.so-net.ne.jp

あまがさき環境オープンカレッジで毎月やっています！
★おもちゃ病院 塚口診療所 [毎月第 1 土曜日]
【日時】１２／３（土）、１／７（土）
13：00～15：00
【内容】おもちゃの治療をします！

自然の恵みをいただく
里山クリスマスバスツアー

連携

～ヤギとクリスマスグッズづくり～
【日
【場
【集
【内

時】
所】
合】
容】

１２／２４（土）8：00～17：30
神崎郡市川町
阪急塚口駅南側
里山の自然の中で、食事や暮らしが自然の恵みと多くの
人に支えられていることを体感する
【定 員】 40 名（要申込み）
【参加費】 中学生以上 5,000 円、4 歳児～小学生 3,000 円
【主 催】 親子カフェ＆レンタルスペースあまぴっと
▼申込み・問合せ：親子カフェ＆レンタルスペースあまぴっと
☎０９０（８３８０）６３５４

※参加費無料、直接お越しください

★ごみ拾い隊 TONG
【日時】毎週木曜日 10：00～11：00
※雨天・祝日中止
【内容】阪急塚口駅周辺のゴミ拾い

★エコ工作 [毎月第 4 日曜日]
【日時】１２／２５（日）
13：30～15：30
【内容】間伐材や枯葉等で工作

あまがさき環境オープンカレッジでは、下記のものを回収しています。
ご協力をよろしくお願いします。
・ペットボトルのエコキャップ、缶プルトップ
・使用済み切手
・賞味期限まで一ヶ月以上あり、常温保存できる未開封の食品

水辺で楽しもう
「クズで遊ぼう＆クズのつるでリース作り」
【日

時】１２／４（日）9：40～11：40
※雨天中止
【場 所】藻川河川敷
【集 合】藻川中園橋 東詰（田能 1 丁目）
【内 容】①河川敷で自然観察＆自然遊び
②クズのつるでリース作り
【対 象】自然に興味や関心のある子どもや大人
【定 員】60 人（要申込み）
【参加費】1 人 200 円
【持ち物】水筒、帽子、軍手、
（双眼鏡）
▼申込み・問合せ：自然と文化の森協会
０７０（５６５１）１１２３（佐藤）
hukumo08@bca.bai.ne.jp（福本）

エコキャンドルでクリスマス！
【日 時】１２／１０（土）13：30～15：00
【場 所】あまがさき環境オープンカレッジ(南塚口町)
【内 容】廃油でクリスマスキャンドルづくり
【定 員】20 名(要申込み)
【参加費】無料
【持ち物】家庭からでた廃油
▼申込み・問合せ：
NPO 法人あまがさき環境オープンカレッジ
０６（６４２１）０５４４

クリスマス・リース作り
【日
【場
【内

時】１２／１４（水）10：00～12：00
所】園田東会館（旧戸ノ内会館 戸ノ内町 3 丁目）
容】自然の「つる・木の実・葉っぱ・松ぼっくり」
を使い、豪華でアンティークなクリスマス・
リースを作ります。
講師:生駒ネイチャークラフトクラブ
代表 吉岡 一成さん
【定 員】30 名（要申込み）※申込み締切 12/9
【参加費】1,000 円
▼申込み・問合せ：園田東会館
０６（６４９８）２７１１（西村）

猪名川自然林で楽しもう
「冬芽の観察をし、木の顔をさがそう」
【日
【場
【集
【内

時】１／８（日）9：40～11：40 ※雨天中止
所】猪名川公園・猪名川自然林
合】猪名川公園 入口（椎堂 1 丁目）
容】①冬芽を観察しよう
②木の顔をさがそう
【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、（虫めがね）
▼問合せ：自然と文化の森協会
０９０（４０３０）３８３３（福本）
hukumo08@bca.bai.ne.jp（福本）

エコあま君
C 尼子騒兵衛＆尼崎ＪＣ＆あまがさきエコクラブ
○

森づくり体験
時】１２／４（日）
、１２／１６（金）
9：45～12：00
※雨天決行
【場 所】尼崎の森中央緑地（扇町 33-4）
【集 合】パークセンター
【内 容】森づくり活動
【参加費】無料
【持ち物】帽子、汚れてもよい服装（長袖、長ズボン）
、
運動靴（または長靴）
、タオル、飲み物、
あれば軍手
▼問合せ：アマフォレストの会
０９０（４２８４）５９６８（あらもみ）

市域の電力需要ピークの引き下げに
取り組みませんか？

【日

食品ロスを見直そう！
“もったいない”から考える会 第 4 弾
【日
【場
【内

時】１２／１２（月）13：00～16：00
所】ソリオホール（阪急宝塚駅ソリオ 1 3 階）
容】自分のエコライフスタイルを実施している
方々をパネリストに迎え、パネルディスカッ
ションや活動の体験、比較試食を行います。
【定 員】100 名（要申込み）
【参加費】無料
▼申込み・問合せ：
コープこうべ第 1 地区活動本部塚口事務所
０６（６４２９）２４１１

藻川クリーン作戦
【日

時】１２／２１（水）、１／１８（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：園田地域福祉作業所交流
NPO 法人まいどいんあまがさき
０６（６４９８）４１８３（見市＜ﾐｲﾁ＞）

地域・現代学講座
「アスベスト問題を知る」
【日

時】①１／１０（火）13：30～1５：30
②１／１７（火）13：30～1５：30
③１／２４（火）13：30～1５：30
【場 所】立花公民館 学習室 1・2（塚口町 3 丁目）
【内 容】アスベストの問題を正しく知って対処する
ため、地域・現代学講座として 3 週連続の
講座を企画
※講座内容の詳細についてはお問い合わせ
ください
【定 員】40 人（要申込み）
【参加費】無料
※申込受付 12/5～
▼問合せ：立花公民館
０６（６４２２）６７４１

【日 時】１２／１（木）～２／２８（火）
【内 容】地域通貨「ＺＵTTO・ＥＣＯまいポ」と連携
した節電の取り組みが夏に引き続き始まりま
す。低温が予想され真冬の電力需要がピーク
となる時間帯にあらかじめ節電をお願いしま
す。まいぽ加盟店舗へ外出するとともに、買い
物などを行うことによって、通常の２倍の地
域通貨ポイントが付与されます。
詳しくはお問い合わせください。
▼問合せ：まいぽ尼崎事務局（㈱まいぷれ withYOU）
０６（６４20）８０７８(平日 10 時～18 時)
info@myplwithyou.co.jp

第 14 回ブリヂストン
こどもエコ絵画コンクール
【応募期間】１２／１（木）～１／３１（火）必着
【内 容】テーマ「わたしの たいせつな しぜん」
山や海や川、植物、動物や魚や虫、空も、
ぜんぶ自然。あなたはどんな自然が大切？
触ったことがあるもの、育てたことがあるも
の、なんでも OK！それを絵に描いてみよう
＊八つ切りサイズ(27×38 ㎝縦横自由)画用紙
（作品は返却できません）
【応募資格】小学生以下の日本国内在住の方
▼応募先/問合せ：
ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール事務局
フリーダイヤル ０１２０（８４１）４９６
※応募作品をオリジナルステッカーにして応募者
全員にプレゼント
※応募用紙はウェブサイトにあります。
http://www.bridgestone.co.jp/sc /ecokaiga/

生ごみ処理機器等の購入費を助成します
【内

容】自宅用に購入する生ごみ処理機やガーデンシ
ュレッダー（せん定した枝をチップ化する機
器）の購入費の２分の１（限度額は市内販売
店購入１万５千円、市外販売店購入 1 万円、
消費税分は対象外）を助成します。購入前に
申請を。詳しくは資源循環課にお問い合わせ
ください。
【対 象】市内在住の人
【定 員】予算の限り（受付は先着順）
▼申込み・問合せ：資源循環課
０６（６４０９）１３４１（宇田）

※【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。

