
ボランティア日記

ビオトープ生き物図鑑公園のみどころ紹介

2016年7月15日発行

開園時間

交通案内

休 園 日

9：9：00～1～17：00

9：9：00～1～16：30

2月～10月

11月～1月

月曜日
（祝日の場合、直後の平日）

年末年始
（12月28日～翌1月4日）

入 園 料

無料

駐 車 場

無料（11台）

お問い合わせ先
TEL：03-3884-1021　
FAX：03-3884-1041
HP：http://ces-net.jp/biotop/
E-mail：bio-park@ces-net.jp

東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）「谷塚駅」から東武バス「花畑桑袋団地」行きで「保育所前」下車、徒歩5分

桑袋ビオトープ公園（あやせ川清流館）桑袋ビオトープ公園（あやせ川清流館）

〒121-0061　足立区花畑8-2-2

※ご利用には通信料がかか
　ります。
※機種によってはご覧いた
　だけない場合があります。
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ミソハギとハンゲショウ周囲の刈り取り
しゅうい か

6月11日（土）

今回の活動は、うき島池

の水辺に生えているミソ

ハギとハンゲショウの生

育保護と景観維持を目的

とした、周囲の草の刈り

取りを主に行いました。

作業後は予想以上にうき

島池回りの景観がすっき

りとし、ハンゲショウの白い葉が一層見栄えがしたよう

に感じました。梅雨の時期に入ったにもかかわらず晴れ

て暑い日でしたが、作業で流れた汗が心地いいものでし

た。

ＮＯ.15　モツゴＮＯ.15　モツゴ
チョウがやってくる意味チョウがやってくる意味

幼虫の食べ物は

園内でしばしば見かける、ツマグロヒョウモンの成虫。

しかし、幼虫はほとんど見かけません。幼虫が好んで食

べるビオラなどのスミレ類の葉が、園内にはあまりない

からです。つまり園内で見かけるツマグロヒョウモンは

別の場所で羽化したチョウで、花の蜜を求めて飛んで来

たのでしょう。

幼虫の食べ物は幼虫の食べ物は

園内でしばしば見かける、ツマグロヒョウモンの成虫。

しかし、幼虫はほとんど見かけません。幼虫が好んで食

べるビオラなどのスミレ類の葉が、園内にはあまりない

からです。つまり園内で見かけるツマグロヒョウモンは

別の場所で羽化したチョウで、花の蜜を求めて飛んで来

たのでしょう。

ビオトープネットワーク

ビオトープネットワークとは、生き物の暮らす場所＝ビ

オトープ同士のつながりのことです。食事や休憩ができ

る環境が孤立してあるのではなく、川や緑道などでつな

がっていることで、生き物は別の場所に移動することが

できます。

ツマグロヒョウモンは、珍しいチョウではありません。

しかし園内で見られるということは、産まれた場所から

桑袋ビオトープ公園までの

間に、食事や休憩をする場

所がある、つまりビオトー

プネットワークがあるとい

うことなのです。

ビオトープネットワークビオトープネットワーク

ビオトープネットワークとは、生き物の暮らす場所＝ビ

オトープ同士のつながりのことです。食事や休憩ができ

る環境が孤立してあるのではなく、川や緑道などでつな

がっていることで、生き物は別の場所に移動することが

できます。

ツマグロヒョウモンは、珍しいチョウではありません。

しかし園内で見られるということは、産まれた場所から

桑袋ビオトープ公園までの

間に、食事や休憩をする場

所がある、つまりビオトー

プネットワークがあるとい

うことなのです。

　【4期生　横尾】
　【解説員　高﨑】

クチボソとも呼ばれ、上を向いた小さなおちょぼぐちと、

体にある一本の横じまが特徴です。プランクトンなどを食

べる雑食性で、うき島池とハス田の両方で見られます。

見つけやすい見つけやすい 見つけにくい見つけにくい

こわ

成虫成虫成虫

ツマグロヒョウモン　ツマグロヒョウモン　ツマグロヒョウモン　ツマグロヒョウモン　

幼虫幼虫幼虫

ビオトープネットワーク
イメージ図

ビオトープネットワーク
イメージ図

よ

せいちゅう

ようちゅう

く

どうし きゅうけい

かんきょう こりつ りょくどう

いどう

めずら

う

くわぶくろ

べつ

この

るい

べつ みつ もと と

ほご

みずべ

けいかん いじ もくてき

しゅうい

いじょう

いっそう

つゆ

あせ

みば

か

とくちょう

ざっしょくせい

ようちゅうようちゅう

詳しいことは、中面をごらんください⇒詳しいことは、中面をごらんください⇒詳しいことは、中面をごらんください⇒

虫とりアミを使った生き物とりを、新しく始めます！

今までよりも、たくさんの生き物がとれるかも！？

虫とりアミを使った生き物とりを、新しく始めます！

今までよりも、たくさんの生き物がとれるかも！？

使った生き物とり使った生き物とり使った生き物とり虫とりアミを虫とりアミを虫とりアミを

７月２０日　　 から毎日やってます！　　
７月２０日　　 から毎日やってます！　　

水

くわくわ

自然のあそび屋台自然のあそび屋台
しぜんしぜんしぜん

時　間　１４：００～１４：３０　／　　対象　どなたでも（就学前の子どもは、保護者の参加も必要）

参加費　無料　／　　場所　うき島池観察デッキ横　※荒天の場合、あやせ川清流館内で行います。　　

時　間　時　間　１４：００～１４：３０　／　　対象　対象　どなたでも（就学前の子どもは、保護者の参加も必要）

参加費　参加費　無料　／　　場所　場所　うき島池観察デッキ横　※荒天の場合、あやせ川清流館内で行います。　　

８月１４日 　　、２１日　　 

９月１８日 　　、１９日　　 　　 、２２日

８月１４日 　　、２１日　　 

９月１８日 　　、１９日　　 　　 、２２日

日

日 月 木 祝祝

日

園内に出す屋台で紹介する、3つのプログラムから

好きなものを選んで挑戦！　8月は植物のやり投げ、

9月はダンゴムシのレースなど、月によって内容が変わるよ。

園内に出す屋台で紹介する、3つのプログラム3つのプログラムから

好きなものを選んで挑戦！　8月は植物のやり投げ、

9月はダンゴムシのレースなど、月によって内容が変わるよ。

きょうぎきょうぎ

チャレンジ！チャレンジ！

この他のイベント情報は、中面をごらんください⇒この他のイベント情報は、中面をごらんください⇒この他のイベント情報は、中面をごらんください⇒
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４コマ劇場
さっき、
ヘビを見たんだ！
アオダイショウ

へ～。
でもヘビそんな所で
じっとしてるかなぁ？
本当にヘビだった？

わたしも見た！
石の上でじっと
してたよ。

本当だよ。
気持ちよさそうにしていたもん！

え～、あれって
ヘビじゃないんだ…
知らなかった。

？

それはきっと、
ニホンカナヘビだよ！
ヘビじゃなくて、
トカゲのなかまだよ。
だから足があったと思うよ。

ポカポカ

8・98・98・9



ハスの花托でランプシェードをつくろうハスの花托でランプシェードをつくろう

うき島池のかい掘り体験うき島池のかい掘り体験

事前申込事前申込

事前申込事前申込

事前申込事前申込

当日申込当日申込

当日申込当日申込

当日申込当日申込

当日申込当日申込

ちびっこ自然体験ちびっこ自然体験

定員　２０名（先着順）／　参加費　無料
対象　どなたでも（就学前の子どもは保護者の参加が必要）　
定員　定員　２０名（先着順）／　参加費　参加費　無料
対象　対象　どなたでも（就学前の子どもは保護者の参加が必要）　

定員　２０名（先着順）／　参加費　無料
対象　どなたでも（就学前の子どもは保護者の参加が必要）　
定員　定員　２０名（先着順）／　参加費　参加費　無料
対象　対象　どなたでも（就学前の子どもは保護者の参加が必要）　

作品例

　 ９月４日 　 日 １４：００～１５：００１４：００～１５：００

８月３日、１７日、９月７日、２１日　いずれも ８月３日、１７日、９月７日、２１日　いずれも 水

１０：００～１０：５０、１４：００～１５：００１０：００～１０：５０、１４：００～１５：００

※上記の期間は、午前・午後の1日2回実施します。※上記の期間は、午前・午後の1日2回実施します。

ハラビロカマキリ

アキアカネ

　 ９月２５日 　 １４：００～１５：００１４：００～１５：００日

家族でちょっこと自然に触れ合ってみよう。家族でちょっこと自然に触れ合ってみよう。
しぜんしぜん ふふ

どんなカマキリがいるか、捕まえて調べよう。
つかつか

当日申込当日申込

んなカマキリがいるどんなカマキリがいる

カマキリ大調査カマキリ大調査
だいちょうさだいちょうさ

当日申込当日申込

トンボの紙飛行機をつくろうトンボの紙飛行機をつくろう
かみひこうきかみひこうき

トンボをつかまえて観察し、

色や形をまねて紙飛行機を完成させよう。

トンボをつかまえて観察し、

色や形をまねて紙飛行機を完成させよう。

かんさつかんさつ

かみひこうきかみひこうき かんせいかんせい

定　員　各回１０組（先着順）
参加費　無料　
対　象　就学前の子どもとその保護者　

定　員　定　員　各回１０組（先着順）
参加費　参加費　無料　
対　象　対　象　就学前の子どもとその保護者　

身近な外来種を食べよう身近な外来種を食べよう
がいらいしゅがいらいしゅ

かたくかたく

しぜんたいけんしぜんたいけん

ぼぼ たいけんたいけん

事前申込事前申込 夏休みの自由研究におススメ!

８月７日　８月７日　日 １０：００～１３：００１０：００～１３：００
８月２８日　８月２８日　日 １０：００～１２：３０１０：００～１２：３０

川などの身近な水辺

にいるアメリカザリアメリカザリ

ガニガニやウシガエルウシガエルな

どの外来種を調理し

て、試食してみよう。

オオガハスの花托の中身をくりぬいて、

ランプシェードに仕上げよう。

オオガハスの花托の中身をくりぬいて、

ランプシェードに仕上げよう。

オオガハスの花托の中身をくりぬいて、

ランプシェードに仕上げよう。

うき島池に入って、アミで生き物を捕まえよう。

ヘドロのかき出し体験もあるよ。

うき島池に入って、アミで生き物を捕まえよう。

ヘドロのかき出し体験もあるよ。

うき島池に入って、アミで生き物を捕まえよう。

ヘドロのかき出し体験もあるよ。

桑袋ビオトープ公園あやせ川清

流館内の窓口で直接お申込みい

ただけます。　

もしくは、往復ハガキまたは

FAXに参加希望者全員の住

所・氏名（ふりがな）・年齢・

電話・FAX番号及び「（お申

込みのイベント名）参加希望」

と明記の上、当公園へお送り下

さい。

※電話でのお申込みはできま　

　せん。

桑袋ビオトープ公園あやせ川清

流館内の窓口で直接お申込みい

ただけます。　

もしくは、往復ハガキまたは

FAXに参加希望者全員の住

所・氏名（ふりがな）・年齢・

電話・FAX番号及び「（お申

込みのイベント名）参加希望」

と明記の上、当公園へお送り下

さい。

※電話でのお申込みはできま　

　せん。

桑袋ビオトープ公園あやせ川清

流館内の窓口で直接お申込みい

ただけます。　

もしくは、往復ハガキまたは

FAXに参加希望者全員の住

所・氏名（ふりがな）・年齢・

電話・FAX番号及び「（お申

込みのイベント名）参加希望」

と明記の上、当公園へお送り下

さい。

※電話でのお申込みはできま　

　せん。

イベント開始15分前から受付

をいたします。桑袋ビオトープ

公園あやせ川清流館内へお越し

ください。

イベント開始15分前から受付

をいたします。桑袋ビオトープ

公園あやせ川清流館内へお越し

ください。

イベント開始15分前から受付

をいたします。桑袋ビオトープ

公園あやせ川清流館内へお越し

ください。

イベントの申込み方法イベントの申込み方法

対　　象　どなたでも（小学2年生以下は保護者の申込も必要）
定　　員　20名（抽選）　／　参加費　500円（材料費）
申込締切　8月16日（火）必着　　

対　　象　対　　象　どなたでも（小学2年生以下は保護者の申込も必要）
定　　員　定　　員　20名（抽選）　／　参加費　参加費　500円（材料費）
申込締切　申込締切　8月16日（火）必着　　

対　　象　どなたでも（小学2年生以下は保護者の申込も必要）
定　　員　50名（抽選）　／　参加費　無料
申込締切　8月30日（火）必着　　

対　　象　対　　象　どなたでも（小学2年生以下は保護者の申込も必要）
定　　員　定　　員　50名（抽選）　／　参加費　参加費　無料
申込締切　申込締切　8月30日（火）必着　　

９月１１日　９月１１日　日 １０：００～１２：００１０：００～１２：００

対　　象　小学生以上
　　　　　（小学2年生以下は保護者の申込も必要）
定　　員　20名（抽選）
参　加　費　300円（食材費）　　　　
申込締切　7月26日（火）必着　　

対　　象　対　　象　小学生以上
　　　　　（小学2年生以下は保護者の申込も必要）
定　　員　定　　員　20名（抽選）
参　加　費　費　300円（食材費）　　　　
申込締切　申込締切　7月26日（火）必着　　

※食材に使用するものは
　食品として流通してい
　るものを購入します。

みずべみずべみずべ

かたくかたくかたく

つかつかつか

たいけんたいけんたいけん

がいらいしゅがいらいしゅがいらいしゅ

ししょくししょくししょく

みつけて、とって、観察しよう！
みつけて、とって、観察しよう！
みつけて、とって、観察しよう！

かんさつかんさつかんさつ

公園内の原っぱや林などの決められた範囲から自分の好きな場所を選んで、

虫とりアミを使って生き物を捕まえよう！

捕まえた生き物は、じっくり観察してみよう！　珍しい生き物が見つかるかも！？

公園内の原っぱや林などの決められた範囲から自分の好きな場所を選んで、

虫とりアミを使って生き物を捕まえよう！

捕まえた生き物は、じっくり観察してみよう！　珍しい生き物が見つかるかも！？

虫とりアミを使った生き物とり虫とりアミを使った生き物とり
ルールを確認して

道具を借りよう。

ルールを確認して

道具を借りよう。

ルールを確認して

道具を借りよう。

どんな味かは、

お楽しみに♪

どんな味かは、

お楽しみに♪

どんな味かは、

お楽しみに♪

公園内の好きな場所で

生き物とりに挑戦！

公園内の好きな場所で

生き物とりに挑戦！

公園内の好きな場所で

生き物とりに挑戦！

どんな生き物がとれたか、

じっくりみてみよう。

どんな生き物がとれたか、

じっくりみてみよう。

どんな生き物がとれたか、

じっくりみてみよう。

アミを使った生き物とりが

　　　　　　いよいよスタート!！
アミを使った生き物とりが

　　　　　　いよいよスタート!！
アミを使った生き物とりが

　　　　　　いよいよスタート!！

対　　象　どなたでも

　　　　　（就学前の子どもは保護者の参加が必要、中学生以下の子どもはビオレンジャーへの登録が必要）

受付時間　９：30～１1：30、13：00～16：00（随時受付、1回30分）

　　　　　※11月～1月は、９：30～１1：30、13：00～15：30

受付方法　あやせ川清流館内のカウンターにお越しください。

※捕まえた生き物のお持ち帰りはできません。

※必要な道具は、貸出します（道具をお持ちいただいても、ご使用いただけません）。

対　　象対　　象　どなたでも

　　　　　（就学前の子どもは保護者の参加が必要、中学生以下の子どもはビオレンジャーへの登録が必要）

受付時間受付時間　９：30～１1：30、13：00～16：00（随時受付、1回30分）

　　　　　※11月～1月は、９：30～１1：30、13：00～15：30

受付方法受付方法　あやせ川清流館内のカウンターにお越しください。

※捕まえた生き物のお持ち帰りはできません。

※必要な道具は、貸出します（道具をお持ちいただいても、ご使用いただけません）。

夏もイベント、もりだくさん！

すすす えらえらえらはんいはんいはんい

かんさつかんさつかんさつ めずらめずらめずら

つかつかつか

かくにんかくにんかくにん

かかか

すすす

ちょうせんちょうせんちょうせん もどもどもど

①受付①受付
うけつけ かんさつ

②生き物とり②生き物とり

③観察③観察

④かたづけ④かたづけ

おしまいおしまい
７月２０日　　　スタート　　７月２０日　　　スタート　　水


