主催

あまがさき環境オープンカレッジで定期的にやっています！

オープンカレッジ活動の森を育てよう

～森と水のつながり～

連携

※参加費無料、

【日
【場
【内

時】 ２／２５（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】 森の手入れと、環境カウンセラーによる『森と水のお話』
を聞きます。
※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 2/4～
【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

主催
【日
【場
【内

連携

映画

「もったいない！」から、くらしを考える

時】 ３／５（日）13：30～16：00
所】 尼崎市立すこやかプラザ（七松町１丁目）
容】 ドキュメンタリー映画「もったいない！」を鑑賞し、
意見交換をします。
【定 員】 先着 80 名（要申込み）※受付開始 2/4～2/28
【参加費】 500 円
※裏面詳細あり
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

エコあま君
C 尼子騒兵衛＆尼崎ＪＣ＆あまがさきエコクラブ
○

武庫川づくりフォーラム
住民参加型の武庫川づくりと流域連携
【日
【場
【内

時】２／５（日）13：30～16：30
所】宝塚市逆瀬川 アピアホール（阪急逆瀬川駅前）
容】基調講演「新河川法による流域委員会の課題
と水循環基本法が目指したもの」と
パネルディスカッション
【定 員】300 名 ※直接会場にお越しください
【参加費】無料
▼問合せ：武庫川流域圏ネットワーク
０９０（２２８９）２６４９（吉田）

時】２／５（日）、２／１７（金）、３／５（日）
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）

生ごみたい肥化講習会
【日
【場
【内

時】２／2０（月）14：00～16：00
所】中央公民館 視聴覚室（西難波町 6 丁目）
容】家庭から出る生ごみを使用し、家庭菜園など
に利用できるたい肥を作ります。
生ごみをたい肥化することで、燃やすごみの
減量にも繋がります。参加者には、ご家庭で
すぐに取り組める材料セット（土のう袋、米
ぬか）をプレゼントします。
【対 象】市内在住、在勤または在学の人
【定 員】20 名（申込み 2/7～2/19）
【参加費】無料
【持ち物】なし（汚れても良い服装）
▼申込み・問合せ：尼崎市コールセンター
０６（６３７５）５６３９

水辺で楽しもう 「河原で春を見つけよう」
【日
【場
【集
【内

時】３／５（日）9：40～11：40 ※雨天中止
所】藻川河川敷
合】藻川中園橋 東詰（田能 1 丁目）
容】①赤・青・黄の花をさがそう
②春を見つけよう
【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、軍手、
（虫めがね、双眼鏡）
▼問合せ：自然と文化の森協会
０７０（５６５１）１１２３（佐藤）
hukumo08@bca.bai.ne.jp（福本）

★ごみ拾い隊 TONG
【日時】毎週木曜日 10：00～11：00
※雨天・祝日中止
【集合】あまがさき環境オープンカレッジ
【内容】阪急塚口駅周辺のゴミ拾い

2 月は 16 日（水）
10：30 から行います。

尼崎市はかつて阪神工業地帯の中核として発展する中、深刻な公害問題
に直面しましたが、産業界、市民、行政の努力により克服してきました。
その過程で、企業・市民に高い環境意識が生まれ、地域資源や人のつなが
りを生かした環境のまちづくりへと活動が広がっています。これらの活動
が評価され、平成 25 年に尼崎市は環境モデル都市に選定されました。
現在、私たちの住む尼崎には環境活動に熱心に取り組んでいる人、団体、
企業がたくさんあります。
それぞれの得意分野や熱い想いを持ち寄って、この街の環境をより良く
するために一緒にできることを見つけてみませんか？
【日 時】２／１８（土）13：30～15：30
【場 所】尼崎市立すこやかプラザ多目的ホール（七松町 1 丁目）
【講 師】環境＆環境経営アドバイザー
立山 裕二氏（サステナ・ハース）他
【定 員】無（要申込み）
▼申込み・問合せ：環境創造課 ０６（６４８９）６３０１

【日
【場
【内

時】２／８（水）14：00～16：30
所】尼崎商工会議所 501 会議室（昭和通 3 丁目）
容】自転車利用のメリット、市が新しく制定する
予定である自転車条例やエコ通勤の意義など
について講演します。
【対 象】事業者・市民
【定 員】30 名（要申込み）
【持ち物】名刺(事業者のみ)
▼申込み・問合せ：環境創造課
０６（６４８９）６３０１（川越）

藻川クリーン作戦
【日

時】２／１５（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＞）

着物生地で作る手さげバック

「チーズを美味しく楽しむ会」
【日
【集
【内

時】２／１６（木）13：00～14：30
合】園田東会館（戸ノ内町 3 丁目）
容】「乳の食育」の一環としてチーズへの理解を
深めます［試食あり］
【定 員】10 人（要申込み）
【参加費】500 円 ※申込締切 2/10
▼申込み・問合せ：園田東会館
０６（６４９８）２７１１（西村）

自然と文化の森プラットフォーム
【日 時】２／２１（火）10：00～11：30
【場 所】コミュニティルーム園田（御園 1 丁目）
【内 容】自然と文化の森構想の今後を考える
【対 象】園田のまちや自然に興味や関心のある人
▼申込み・問合せ：園田地域振興センター
０６（６４９１）２３６１（牛丸）

植物園ガイド
【日
【場

時】２／２５（土）11：00～11：40
所】尼崎市都市緑化植物園・緑の相談所
（東塚口町 2 丁目）
【内 容】園内で見ごろの植物を観察します。
▼問合せ：尼崎市都市緑化植物園・緑の相談所
０６（６４２６）４０２２（田上）

郷土の野草でコケ玉づくり
【日
【場

※あるもんでパッチワーク

第２回環境活動団体ミーティング
みんなで創る「環境モデル都市あまがさき」

尼崎市エコ通勤セミナー

森づくり体験
【日

直接お越しください
★おもちゃ病院 塚口診療所
[毎月第 1 土曜日]
★エコ工作
【日時】２／４（土）
、３／４（土）
[毎月第 4 日曜日]
13：00～15：00
【日時】２／２６（日）
【内容】おもちゃの治療をします。
13：30～15：30
部品交換が必要な場合は、
【内容】間伐材や枯葉等で工作
実費を頂く事があります。

時】３／１１（土）10：00～12：00
所】あまがさき環境オープンカレッジ
（南塚口町 2 丁目）
【内 容】郷土種の野草を使った苔玉づくり
【定 員】20 名（多数抽選）※申込締切 2/25
メールの場合は、参加者全員の氏名、年齢、
代表者の連絡先を明記してください。
【参加費】無料
【持ち物】汚れてもよい服装
▼申込み・問合せ：尼崎の森中央緑地パークセンター
０６（６４１２）１９００（石丸）
event_amamori@hyogopark.com

【日
【場
【内

時】２／１７（金）13：30～15：30
所】園田地区会館（東園田町 4 丁目）
容】タンスに眠っている着物をリメイクしません
か？手さげバックを作ります。
【定 員】10 名（要申込み）
【参加費】500 円
▼申込み・問合せ：園田地区会館
０６（６４９３）０１４０（湯川）

地域の自然と学校ビオトープ
【日
【場

時】２／２１（火）15：30～17：30
所】尼崎市立清和小学校 図書室
（長洲本通 1 丁目）
【内 容】生態系についての話を聞いたり、学校ビオト
ープを観察したりして、地域の自然を守って
いくにはどうすればいいか考えてみませんか。
【対 象】地域の自然に関心のある方
【定 員】20 名 ※申込受付 2/1～
【参加費】無料
【持ち物】上履き（スリッパ）
▼申込み・問合せ：小田公民館
０６（６４９５）３１８１（阿部）

武庫川づくりシンポジウム
健全な水循環社会と流域総合治水
【日
【場
【内

時】３／１８（土）13：00～15：30
所】神戸市教育会館大ホール（神戸市中央区山手）
容】基調報告＆討論「住民参加型の武庫川づくり
と流域連携をどう進めるか」
「気候変動による局地豪雨に対する河川行政
や住民の対応」
「住民の参画と協働による流域
連携の進め方」などについて兵庫県、滋賀県、
国土交通省、流域住民の対応を話し合います。
【定 員】230 名 ※直接会場にお越しください
【参加費】無料
▼問合せ：武庫川流域圏ネットワーク
０９０（２２８９）２６４９（吉田）

※【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。

