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打ち水大作戦 in
あまがさき 2018
【日 時】７／２７(金) 15：00～17：00
【場 所】上坂部 1 丁目公園
プラウドシティ塚口 マンションパビリオン
（JR 塚口駅東口徒歩３分）
【内 容】 15:00～16:30 打ち水縁日
■竹で水てっぽうをつくろう！先着 30 名【200 円】
■キャラクターすくい【1 回 100 円】
■鈴虫販売 先着 20 名【1 ケース 100 円】
■使用済み携帯電話の回収
■節電＆省エネアドバイス実験！
★牛乳パックでひしゃくを作ろう
★ダンボール手紙を書こう！
★あまがさきの身近な自然写真集販売【1 冊 1,100 円】
■…上坂部 1 丁目公園で実施
★…プラウドシティ塚口 マンションパビリオンで実施

16:30～ 打ち水

尼の川 一斉川あそび
尼崎の川で遊ぶ!? えっほんまに？
キックオフイベント
尼の川でカンパ～イ ～水辺で乾杯 in 藻川 2018～
【日時】７／７(土) 18：00～19：30 【場所】宮園橋
【内容】もちより音楽会、キャンドルアートをつくろう
武庫川河口の魚の試食（協力：武庫川渡船）など
▼問合せ あまっこ川あそびサミット ☎ 06-6421-0544

水辺で楽しもう 藻川で魚捕り＆川あそび
【日時】７／８(日) 9：40～11：40 【場所】藻川中園橋河川敷
【内容】水生生物観察、川あそび、外来植物の駆除
【定員】40 名（要申込み） 【参加費】200 円
▼申込み・問合せ 自然と文化の森協会 ☎ 070-5651-1123(佐藤)

庄下川自然づくり、健康づくりの集い
【日時】７／８(日) 10：30～12：10
【場所】特別養護老人ホーム西長洲荘
【内容】庄下川今昔物語(上映)、成良中学生の発表、ゴミ清掃
【定員】40 名（要申込み）
▼申込み・問合せ 西長洲荘 ☎ 080-1461-6202(粟野)

庄下川と遊ぼう
【打ち水同時開催】
＜中央地区＞ ●中央支所
15：00～牛乳パックでひしゃくつくり
16：00～打ち水スタート
問：☎06-6413-5371
＜小田地区＞ ●あまがさきキッズサポーターズ
つどいの広場「あみんぐステーション」
15：30～打ち水スタート
問：☎06-6435-8320
＜大庄地区＞ ●大庄公民館
14：00～打ち水スタート
問：☎06-6416-0159
●コープ大庄
15：30～牛乳パックでひしゃくつくり
16：30～打ち水スタート
コープこうべ第 1 地区活動本部塚口事務所
問：☎06-6429-2411
＜立花地区＞ ●立花支所
１６：00～打ち水スタート
問：☎06-6427-7770
●ふれあい喫茶「ふわふわ」
（コープ尼崎名神）
13：00～牛乳パックでひしゃくつくり
14：00～打ち水スタート
問：コープこうべ第 1 地区活動本部塚口事務所
☎06-6429-2411
＜武庫地区＞ ●むこっ子ロード（武庫小西側道路の北側）
15：00～ 水鉄砲作り 先着３０名
※要申込み 7/4～
コールセンター☎06-6375-5639
16：00～ 打ち水スタート
問：武庫地域振興センター ☎ 06-6431-7884
●尼崎市立地域総合センター南武庫之荘
17：00～ 打ち水スタート
問：☎ 06-6438-5875
エコあま君
C 尼子騒兵衛＆尼崎ＪＣ＆あまがさきエコクラブ
○

【日時】７／１４(土) 9：00～12：00 【集合】阪急塚口駅
【内容】水生昆虫調査、魚とり、パドルボード体験
【定員】20 名（要申込み）
▼申込み・問合せ
こどもエコクラブにこにこキッズ ☎ 090-9697-3272(渡辺)

水辺で楽しもう
【日時】７／１５(日) 9：40～11：40
【集合】園和北小学校南門前
【内容】ドジョウやザリガニ捕り、生き物観察
【定員】50 名（要申込み） 【参加費】200 円
▼申込み・問合せ 自然と文化の森協会 ☎ 070-5651-1123(佐藤)

藻川クリーン作戦
【日時】７／１８(水) 13：00～14：30
【集合】藻川中園橋 東詰 【内容】河原のゴミひろい、植物観察
▼申込み・問合せ
NPO 法人まいどいんあまがさき ☎ 06-6498-4183(見市)

水生生物調査
【日時】７／２１(土) 10：00～11：00
【集合】尾浜公園東入口 【内容】昆陽川で魚とりや水生生物調査
【定員】30 名（要申込み）
▼申込み・問合せ
庄下川・昆陽川を愛する会 ☎ 090-7483-9071(綿瀬)

川の生き物観察会
【日時】７／２２(日) 10：00～12：10※雨天時は翌日に延期
【場所】上坂部西公園【内容】上坂部西公園内の川の生き物観察
▼申込み・問合せ
上坂部西公園みどりの相談所 ☎ 06-6426-4022(田上・川嶋)

藻川愛護セミナー
【日時】７／２２(日) 9：40～11：40
【集合】藻川中園橋河川敷
【内容】水生生物観察、川あそび、外来植物の駆除
【定員】50 名（要申込み） 【参加費】200 円
▼申込み・問合せ 自然と文化の森協会 ☎ 070-5651-1123(佐藤)
※順延日の標記がないものは雨天中止

主催

KOGAI QUEST(公害クエスト)

連
【日 時】７／２１(土)
10：00～12：00
【場 所】尼崎貴布禰神社（西本町 6-246）
【内 容】公害の歴史から対話と協働を探るロールプレイングプ
ログラムの第 2 章「公害患者と呼ばれて」
【対 象】公害を知らない子どもたち、公害という言葉しか知ら
ない大人たち、尼崎で様々な人と一緒に何かをやって
みたい人
【定 員】20 名（要申込み）
※無料託児あり。開催 3 日前に事前予約を
主催

あるもんで交歓会

連
【日 時】７／２８(土)
13：30～15：00
【場 所】塚口さんさんタウン 2 番館コミュニティホール
【内 容】お家に眠っている不用品をもちより交換！
「あげます」
「ください」の思いも交歓！
【参加費】無料 ※直接お越しください
主催
連

夏休みこども映画会
-地球の未来のためにはじめよう!
COOL CHOICE!-

【日 時】①８／２(木) 立花公民館（塚口町 3 丁目）
②８／６(月) 大庄公民館（大庄西町 3 丁目）
③８／７(火) 武庫公民館（武庫之荘 8 丁目）
④８／８(水) 小田公民館（七松町 1 丁目）
各回 14：00～16：30
【内 容】夏休みにクールシェアスポットを兼ね、親子や子ども
対象の「アイスエイジ 2」映画を上映。
「COOL CHOICE」に係る説明を行う。
【対 象】小学生以下（小学３年生以下の人は保護者同伴で）
【定 員】各回１００名（事前申込無のため、当日入場できない可
能性があります）
※託児希望の方のみ開催３日前までに事前申込みを
【持ち物】ざぶとん、靴入れ用ビニール袋

主催

エコ社会見学バスツアー

連
【日 時】８／９(木)
12：30～16：00 ※雨天決行
【集 合】12:30 尼崎市役所 北館東側入口
【内 容】環境に関連する施設や会社等を見学します。夏休みの自由
研究に「環境」を学びませんか？
市役所→企業見学『西日本三菱自動車販売株式会社』→
『音羽電機工業 雷テクノロジーセンター』→市役所
燃料電池自動車「MIRAI(ミライ)」に乗れます！
※参加者のうち、当日抽選で 6 人が 2 人 1 組で順に後部
座席に同乗します。そのほかは、マイクロバスに乗って
いただきます。
【定 員】先着 18 名（要申込み） ※受付開始 7/6～
【対 象】小学 4 年生から中学 3 年生
【持ち物】飲み物(水筒など)、雨具、動きやすい服装、
歩きやすい履物(サンダル、ハイヒール不可)
オープンカレッジ広場 （第 2・4 木曜日）
兵庫県(丹波篠山)のお米と野菜販売、ミニあるもんで交歓会、
環境紙芝居など
［夏休み企画：エコ工作
あるもんで手作り市、ダンボール手紙をかこうなど］
【日時】7 月 26 日（木）10：00～15：00
【場所】塚口さんさんタウンスカイコム広場など
【協力】みたけの里舎、認定 NPO 法人フードバンク関西
みんなの尼崎大学、紙芝居どんぐりの会、
郵便局など
※フードドライブ、ペットボトルのエコキャップ、
缶プルトップの回収もします。
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

連携
連

生ごみでたい肥づくりを！
【日 時】８／５(日)
2 時限目 10：40～11：30 ［講座］
3 時限目 11：50～12：40 ［実技］
【場 所】尼崎双星高等学校 教室 413（口田中 2-8-1）
「みんなのサマーセミナー2018」にて実施
【内 容】ご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。簡単にできる「生ごみのた
い肥化」にチャレンジしてみませんか。受講者の方に
は、たい肥化に必要な材料をプレゼントします。
【定 員】先着 20 名 ※直接会場に
【持ち物】筆記用具、上履き、汚れてもよい服装
▼問合せ：NPO 法人あまがさき環境オープンカレッジ
０６（６４２１）０５４４

サンゴ礁の海を
ゲームしながら学ぼう

【日 時】８／１０(金) 14：00～16：00
【場 所】塚口さんさんタウン２番館コミュニティホール
【内 容】サンゴについてブレインストーミングを行う。
ゲームを通して、サンゴに与える環境変化や人間が与
える環境負荷について考える。
【定 員】20 名（要申込み）
※小学 3 年生以下は保護者同伴
【申込方法】件名を『サンゴ礁の海』とし、参加者全員の氏名、
年齢、連絡先を FAX かメールで
【主 催】自然共育支援倶楽部
▼申込み・問合せ：自然共育支援倶楽部
📠０７２（７８４）３２３９（中原）
taiken@sizen-edsc.net

あまがさきの身近な自然写真展作品募集

市域の電力需要ピークの引き下げに取り組みませんか

【期 間】６／１５(金)～９／１４(金)
【内 容】平成 28 年以降に撮影した未発表のカラー写真を募集
します。写真は A4 版～4 つ切りワイド。
【応募方法】9 月 14 日（必着）までに作品の裏面に所定の用紙を
貼り、郵送か直接市役所中館 9 階環境創造課へ。(〒
660-8501【住所不要】)所定の用紙は同課などにあり
ます。また、市のホームページから印刷もできます。入
選作品は写真展で展示し、市のホームページと公式イン
スタグラム「尼ノ國」で紹介します。また、入選作品の
うち 12 作品でカレンダーを作成します。
▼問合せ：尼崎市環境創造課
０６（６４８９）６３０１

【期 間】７／１(日)～９／３０(日)
【内 容】尼崎版スマートコミュニティ認定事業「ZUTTO（ずっ
と）
・ECO（エコ）まいポ」導入による持続可能な省エ
ネ・地域活性化の取組みの一つである地域通貨「ＺＵＴ
ＴＯ・ECO まいポ」と連携した省エネの取組が、７月
１日から始まります。
「ＺＵＴＴＯ・ECO まいポ」のカ
ードを持っている方が地元のまいポ登録店舗へと外出
し、買い物をすると、予想気温が 33 度以上のときはポ
イントが２倍、35 度以上のときはポイントが 5 倍付
与されます。詳しくはお問い合わせください。
▼問合せ：まいポ尼崎事務局（㈱まいぷれ withYOU）
０６（６４20）８０７８(平日 10 時～18 時)

森づくり体験
【日 時】７／１(日)、７／２０(金)、８／５(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
【持ち物】帽子、長袖、長ズボン、汚れてもよい服装、飲み物
運動靴または長靴、タオル、
（軍手）
、
▼問合せ：アマフォレストの会
０９０（４２８４）５９６８（あらもみ）

自然と文化の森プラットフォーム
園田の歴史を楽しもう
【日 時】７／１７(火) 19：00～21：00
【場 所】園田地区会館（東園田町 4 丁目）
【内 容】園田の歴史についてミニ講座
【対 象】園田のまちや歴史に興味や関心のある人
▼問合せ：園田地域振興センター
０６（６４９１）２３６１（牛丸）

猪名川自然林で楽しもう
神秘的なセミの羽化に立ち会おう
【日 時】７／２０(金) 19：30～21：00 ※雨天中止
【場 所】猪名川公園
【集 合】猪名川公園 入口（椎堂 1 丁目）
【内 容】神秘的なセミの羽化を観よう
【対 象】自然に興味や関心のある子どもや大人
【定 員】50 名（要申込み）
【参加費】1 人 200 円
【持ち物】歩きやすい靴、懐中電灯、防虫剤
▼申込み・問合せ：自然と文化の森協会
０９０（４０３０）３８３３（福本）
hukumo08@bca.bai.ne.jp（福本）

猪名の里：大人も自然と楽しむ会
竹でバターナイフを作ろう
【日 時】７／２９(日) 9：30～12：30 ※雨天中止
【場 所】猪名川自然林
【集 合】猪名川公園 入口（椎堂１丁目）
【内 容】①竹でバターナイフつくり ②自然観察
【対 象】自然に興味や関心のある人
【定 員】20 名（要申込み）
【参加費】1 人 200 円
【持ち物】水筒、タオル
▼申込み・問合せ：自然と文化の森協会
０９０（８１６４）１９８０（白樫）

水辺で楽しもう 藻川で魚捕り＆川遊び
【日 時】８／５(日)
9：40～12：00 ※雨天中止
【場 所】藻川河川敷
【集 合】藻川中園橋河川敷（田能 1 丁目）
【内 容】①魚捕り＆川遊び ②外来植物の駆除活動
【対 象】自然に興味や関心のある子どもや大人
【定 員】50 名（要申込み）
【参加費】1 人 200 円
【持ち物】水筒、帽子、水に入れる靴、軍手
(入れ物、ライフジャケット)
▼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）

みんなでお出かけクールシェア
【期 間】７／１(日)～９／３０(日)
【内 容】エネルギー消費量が増加する夏季において、だれでも涼
しく過ごせる施設(クールシェアスポット)に家族全員で
出かけ、家庭の冷房使用の抑制・電力消費を削減しまし
ょう。尼崎市では、クールシェアスポットを 7 月からホ
ームページにて掲載しますので、ご活用ください。
▼問合せ：尼崎市環境創造課
０６（６４８９）６３０１

森の草木染め～文月の植物による彩(いろどり)～
【日 時】７／８(日) 10：00～16：30
※雨天決行
【場 所】尼崎の森中央緑地パークセンター（扇町 33-4）
【内 容】草木染めを知る、文月の植物を集める、絹布を染める
【定 員】先着 20 名（定員となり次第受付終了）
【参加費】500 円（材料費 絹ハンカチ 2 枚）
【持ち物】弁当、飲み物、(汚れてもよい服装)
【申込み】電話またはメールにて、参加者全員の氏名(ふりがな)、
年齢、代表者の電話番号を。メールでの申込みは、件名
を『草木染め申込み』として。
▼申込み・問合せ：尼崎の森中央緑地パークセンター
０６（６４１２）１９００（大石）
 event_amamori@hyogopark.com

夏の虫とり楽しみ隊！
【日 時】７／２１(土) 10：00～12：00
※雨天決行
【場 所】尼崎の森中央緑地パークセンター（扇町 33-4）
【内 容】名人に教わる虫とりの技! 名人の技を実践してみよう!
200 倍にした虫の顔とは! オリジナル図鑑を作ろう!
【定 員】20 名（応募者多数の場合抽選）
【参加費】100 円（図鑑材料代）
【持ち物】長袖・長ズボン(虫さされ防止のため必ず着用)
帽子、飲み物、(虫とり網、カゴ)
【申込み】メールにて、件名を『虫とり楽しみ隊申込み』として、
参加者全員の氏名(ふりがな)、お子様の年齢、代表者の
電話番号を。申込締切 7/7(土)
▼申込み・問合せ：尼崎の森中央緑地パークセンター
０６（６４１２）１９００（大石）
 event_amamori@hyogopark.com

棚田でお米を作ろう～夏の棚田で遊ぼう～
【日
【場
【集
【内

時】７／２２(日) 8：00～17：00 ※雨天決行
所】兵庫県市川町 棚田
合】阪急武庫之荘駅南口
容】棚田の草取りと川で魚とり、活動のあとは温泉で汗を
ながします。
【対 象】自然体験に関心のある親子、大人のみも OK
【定 員】40 名（要申込み）
【参加費】大人 4000 円、子ども(4 歳～小学生)2000 円、
3 歳以下 1000 円（バス、昼食、温泉利用料含む）
【持ち物】作業しやすい服装(長袖、長ズボン)、水筒、タオル、
汚れても靴、雨具、軍手、帽子、カレー用食器、
スプーン、水着、着替え
▼申込み・問合せ：こどもエコクラブにこにこキッズ
０９０（９６９７）３２７２（渡辺）

あまがさき森っこ活動日 夏の森探検隊！
【日 時】７／２２(日) 10：00～11：30
※雨天の場合も外で活動します
【場 所】尼崎の森中央緑地パークセンター（扇町 33-4）
【内 容】夏の森探検隊（夏の生き物にふれあおう）
宝物ウォッチ（森で見つけた生き物を観察しよう）
【定 員】15 名（応募者多数の場合抽選）
【持ち物】長袖・長ズボン(虫さされ防止のため必ず着用)、
帽子、飲み物、(虫とり網、カゴ)、(雨天時：カッパ)
【申込み】メールにて、件名を『夏の森探検隊申込み』とし、参加
者全員の氏名(ふりがな)、お子様の年齢、代表者の電話
番号を。※申込締切 7/8(日)
▼申込み・問合せ：尼崎の森中央緑地パークセンター
０６（６４１２）１９００（大石）
event_amamori@hyogopark.com

環境情報誌に、環境イベントや講座について掲載を希望される
場合は、『情報提供シート』に記入していただき、あまがさき環境
オープンカレッジまでご提出ください。
『情報提供シート』は、あまがさき環境オープンカレッジのホーム
ページよりダウンロードできます。
用紙が必要な場合は、事務局までご連絡ください。
http://www001.upp.so-net.ne.jp/aoce/sub3.html

※【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。

エコあまフェスタ 2018

オープンカレッジ活動の森を育てよう

［報告］

6 月 9 日（土） 10:00～15:00
来場者数 延べ 1961 名

6 月 16 日（土） 10:00～12:30
尼崎の森中央緑地
参加者 34 名 スタッフ 9 名
いいお天気の中で森の植樹と草刈り作
業をし、森でのネイチャーゲームを行い
ました。参加者からは、森の中を散策で
きて、子どもと一緒に森の育つ様子を知
ることができてよかったです。また参加
したいとの声がありました。

環境活動団体ミーティング

塚口さんさんタウンスカイコム広場とデッキにて開催
しました。今年のテーマは、
「エコでむすぼう！あまがさき」
自然の素材を使った工作や
環境問題を肌で感じる
体験コーナーなど、
楽しくにぎわいました。

あまがさき環境オープンカレッジ・レギュラー活動
★おもちゃ病院 塚口診療所
[毎月第 1 土曜日]
【日時】７／７(土)、８／４(土)
13：00～15：00
【場所】塚口さんさんタウン 2 番館
コミュニティホール
【内容】おもちゃの治療をします！

第 2 回打ち水サミット
5 月 29 日（月）

参加者 8 名

市民、企業、行政が『尼崎に打ち水
をひろげよう』という事について、
とてもリラックスしたムードで、知恵
を持ち寄り意見交流ができました。

※参加費無料

★エコ工作
[毎月第 4 日曜日]
【日時】７／２２(日)
13：30～15：30
【場所】塚口さんさんタウン 2 番館
コミュニティホール
【内容】間伐材や枯葉等で工作

★ゴミレスキュー隊・トングマン
【日時】毎週木曜日 10：00～11：30
※雨天・祝日中止
【集合】塚口さんさんタウン２番館
コミュニティホール前
【内容】阪急塚口駅周辺のゴミ拾い

あまがさき環境オープンカレッジでは、下記のものを事務所にて回収しています。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
・フードドライブ［未開封の食品（賞味期限まで一ヶ月以上あり、常温保存できるもの）
］

×
https://www.facebook.com/otegameet/
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あまがすきエコ通信 （毎月 1 日発行）

Facebook

編集発行 あまがさき環境オープンカレッジ実行委員会 ・ 尼崎市
題字横イラスト：園田三惠子
問 合 せ ＮＰＯ法人あまがさき環境オープンカレッジ
TEL/FAX 06-6421-0544 メール aoce@gb4.so-net.ne.jp
〒66１-00１２ 兵庫県尼崎市南塚口町２丁目１番 2-402 号
（阪急塚口駅から徒歩 5 分）
開館時間 10:00～17:00 【休館日 水曜・木曜・祝日・年末年始】
※［あまがすき通信］メール配信をご希望の方は、「あまがすきエコ通信メール
配信希望」とお名前を明記のうえ上記アドレスにメールしてください。

