
【主催】「私の水辺」大発表会実行委員会 

構成：大阪府都市整備部・環境農林水産部、アクアフレンズ、大阪子どもの水辺ネットワーク、

恩智川環境ネットワーク会議、たかつき環境市民会議、近木川流域自然大学研究会、 

ねや川水辺クラブ／寝屋川再生ワークショップ他で構成 

【協賛】大阪府河川協会・大阪府港湾協会・大阪府ため池総合整備推進協議会 

【後援】大阪府教育委員会 

※本事業は、公益信託大成建設自然・歴史環境基金、（社）近畿建設協会及び豊国石油（株）の助成を受け実施しています。 

 

平成 2１年度は、７つの地域にわかれ交

流会を開催し、川、池、水路、海辺など、

身近な水辺で調べたこと、清掃などの水辺

活動の取組み、「水の都大阪」の未来につい

て、小中学生や市民団体等の方々に発表・

展示を行っていただきました。 

各地域では、水辺のクイズ大会、葦笛づ

くり、ボートの乗船体験、パネルディスカ

ッションの実施など、様々なプログラムが

企画され、多くの方々の協力のもと、それ

ぞれ特色のある交流会が開催されました。 

 

「私の水辺」大発表会は、地域住民・学校・市民団体・行政等がパートナーシップを築き、良

好な水辺環境の保全・活用を行うきっかけづくりのため、身近な水辺への想いや日ごろの様々な

取組みについて発表していただく場として、平成 14年度より開催しています。 

本発表会を通して、「水辺」への関心・「水辺」に関わる方々の交流をさらに深めていただくと

ともに、関係団体が一体となり、「共につくり、守り、育てる」水辺づくりを目指しています。 

身近な水辺で見つけた！学んだ！きれいにした！ 

 

 
 

 

 

 

 

 

【北部地域】 

 マイカル茨木１階イベントホール（茨木市） 

  ３月２日（火）～１２日（金） 

【泉北地域】 

 堺市市役所高層館 1階ロビー（堺市） 

  １月１２日（火）～1月１５日（金） 

 和泉市立図書館（和泉市） 

  １月２０日（水）～1月２２日（金） 
 

平成 2２年１月２３日（土）に、京都府で

開催されました。身近な水辺について、それ

ぞれの想いを緊張しながら発表していた子ど

もたちも全体交流会ではお互いうちとけ合

い、会場は大いに盛り上がりました。 

次回は、奈良で開催される予定です。 

（発表参加：３３団体、展示参加：15団体、参加人数：約 350名） 

（大阪府からの発表・展示団体） 

石川子ども自然隊、池田市立秦野小学校、貝塚市立南小学校、 

堺市立神石小学校、貝塚市立西小学校、八尾市立八尾小学校、 

アクアフレンズ、「私の水辺」大発表会中河内地域交流会実行委員会他 

 

＜「私の水辺」大発表会実行委員会事務局＞ 
○全体事務局 

大阪府都市整備部 河川室 河川環境課 環境整備グループ  

TEL：06-6941-0351（内線 2952） http://www.pref.osaka.jp/kasen/happyou/index.html 

○地域事務局 

北 部 池田土木事務所 TEL:072(752)4111（所管地域：池田市、箕面市、豊中市、能勢町、豊能町）  

茨木土木事務所 TEL:072(627)1121（所管地域：高槻市、茨木市、吹田市、摂津市、島本町） 

北河内 枚方土木事務所 TEL:072(844)1331（所管地域：枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、大東市、 

交野市、四條畷市） 

中河内 八尾土木事務所 TEL：072(994)1515（所管地域：東大阪市、八尾市、柏原市） 

南河内 富田林土木事務所 TEL：0721(25)1131（所管地域：松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、 

大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村） 

泉 北 鳳 土 木 事 務 所 TEL：072(273)0123（所管地域：堺市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町） 

泉 南 岸和田土木事務所 TEL：072(439)3601（所管地域：岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、 

第３回近畿「子どもの水辺」交流会 

平成 2１年 8月 24日（月）12:30～16:00 水都大阪クルージング～中之島公園～大阪市中央公会堂 

平成 2１年 9月 19日（土）13:00～16:30 大阪市中央公会堂 中集会室 

府内の水辺で活動している小学校、高校、大学、NPO 団体が水都大阪をクルージング、中之

島公園を散策し、「見たこと、聞いたこと、感じたこと」を話し合い、未来の水都大阪を大絵

地図に描きました。また、中央公会堂の大きな会場で自分たちのまちの川や水都の未来について

話し合い、交流しました。 
●交流会参加団体 

 貝塚市立南小学校 

 貝塚市立西小学校 

高槻市立桜台小学校 

府立泉鳥取高等学校 

 府立泉南高等学校 

 府立貝塚高等学校 

 府立りんくう翔南高等学校 

 大阪府立大学  

飛鳥川じゃこ取りネットワーク他 

 

中央交流会 

http://www.pref.osaka.jp/kasen/happyou/index.html


 

北河内地域交流会 ①平成 21年 11月 23日（月・祝）10:00～15:00 茨田樋遺跡水辺公園（寝屋川市点野１丁目） 

②平成 21年 11月 28日（土）9:00～16:00 門真市三ツ島大橋～ぷららてんま(大阪市北区) 

① 茨田イチョウまつり 

 寝屋川市内の水辺活動を行う学校・団体・

地元自治会から 100人以上が集結！ 

ボートから見ると普通の水路も別世界に

なることに驚いたり、銀杏など地元産の秋の

実りを食べたりしながら、互いの活動内容を

発表し合い、交流を深めました。 

活動団体の横のつながりや、新たな出会い

がたくさん生まれた１日でした！ 

② 門真７中校区 子ども体験学習 

 地元の大人から子どもまで３００人以上が協

力して、名産「門真レンコン」の昔ながらの流

通(掘って、大阪まで船で運んで、換金)を体験！ 

なじみのある古川をくだりながら、先人の暮

らしや、地域の歴史を実体験しました。 

子供たちは、「古川のことが好きになった！

川をきれいにしたいと思った！」と目を輝かせ

ていました。 

●交流会参加団体 

①ねや川水辺クラブ 

点野自治会 

寝屋川市内の小学校 

摂南大学 

市民団体 

 など合計２６団体 

 

②門真第七中学校区 

学校支援地域本部 

 門真市立二島小学校 

 門真市立五月田小学校 

 門真市立第七中学校 

中河内地域交流会 平成 21年 10月 10日(土）9:30～12:00 

八尾市安中町５丁目公園 

地元のNPO等の方々に協力していただき、牛乳パックによる水力船づくり、ボート乗船体験、

じゅず玉を用いたアクセサリーづくりなどの体験型プログラムを実施するとともに、参加者全員

による水辺への想いや水辺体験を語る交流会を開催しました。また今回は会場での催しに加え、

柏原東小学校のメッセージをボールに入れて長瀬川の上流から流し、会場に到着後、八尾市長さ

んや会場の子供たちに紹介していただきました。なお、今回も昨年度に引続き、長瀬川水辺環境

づくり推進協議会（八尾部会）の収穫祭と合同で開催しました。 

●交流会参加団体 

 八尾市立高美南小学校 

 八尾市立安中小学校 など 

●ブース出展団体 

 アクアフレンズ 

 恩智川環境ネットワーク会議 

 ボランティアサークル「ピープル」 

 築留土地改良区 

南河内水辺のつどい in 富田林市市民会館（レインボーホール） 

～「私の水辺」南河内地域交流会～ 
平成 22年 2月 6日（土）13:00～16:00 

富田林市市民会館（富田林市粟ヶ池町） 

昨年度に引き続き、川の環境づくりについて共に考える南河内独自の会「水辺のつどい」と共

同で開催しました。地元の小学校、中学校、アドプト団体等の方々の日頃の研究成果や活動を発

表するとともに、水辺のなんでもトーク、南河内のお魚クイズ、昆虫のおもしろ話や工作体験な

ど、短時間ですが盛りだくさんの内容で開催されました。また、会場となった“粟ヶ池”の貴重

なお話しも講演いただきました。 

●発表団体 

羽曳野市立駒ヶ谷小学校  

大阪狭山市立第三中学校 

石川こども自然隊 

ＮＰＯ法人 羽曳が丘Ｅ＆Ｌ 

アドプトリバー 

飛鳥川じゃこ取りネットワーク 

アドプトリバー 新町さわやか 

●パネル展示団体 

河内長野市立天見小学校 

羽曳野市立羽曳が丘小学校 

河南町生き物教室 

北部地域交流会 
平成 21年 10月 31日（土）10:00～15:00 箕面川（箕面市） 

平成 22年    １月 23日（土）10:00～16:00 高槻市立生涯学習センター３階（高槻市桃園町２-１） 

平成 22年  3   月    2日（火）～12日（金）  マイカル茨木１階イベントホール（茨木市松ヶ本町 8-30） 

10/31 に開催した「箕面川体験・交流ツアー」では、箕面川の上流から街まで下って行きなが

ら、箕面川ダムの見学、箕面川での生物観察、ワークショップ等を通して水のつながりと自然を体

感していただきました。また、1/23の「北部地域交流会」は、高槻市と連携のもと「たかつきエ

コフェスタ 2010」と同時開催し、水辺活動のパネル展示、下水道のおはなしと水質実験、出前昆

虫館の会場も大いににぎわいました。3月にもマイカル茨木で展示とミニイベントを行いました。 

●交流会参加団体 

茨木市立白川小学校 

茨木市立庄栄小学校 

茨木市立中津小学校 

茨木市立西河原小学校 

茨木市立山手台小学校 

高槻市立川西小学校 

高槻市立桜台小学校 

高槻市立清水小学校 

 

 

 

高槻市立如是小学校 

高槻市立土室小学校 

高槻市立真上小学校 

吹田市立千里第一小学校 

豊中市立上野小学校 

豊中市立小曽根小学校 

能勢町立天王小学校 

 

 

平成 22年１月 31日（日）10:00～16:00 

泉北府民センタービル（堺市西区鳳東町４丁 390-１） 

 

「水」からつながるなんでも博覧会 

～泉北地域交流会～ 

地元の小学校や高校の４校による日ごろの学習・活動成果の発表を行いました。また会場では、

パネル展示、クイズラリーのほか、地域で活動する団体やNPO、企業、大学等の皆さんに、木や

ドングリを使った工作、水生生物の観察、水質博士による実験など、子どもも大人も一緒になっ

て楽しみながら学ぶ企画のブース出展をしていただきました。今回はじめてアドプトリバー交流

会も開催し、会場は大いに盛り上がりました。 

●発表団体 

堺市立神石小学校 

堺市立上神谷小学校 

堺市立市小学校 

府立泉北高等学校 

●パネル展示、ブース出展団体 

大阪府立大学、 

NPO団体、 

企業、 

行政機関など 

泉南こども地域交流会 平成 22年 1月 30日（土）13:00～16:00 

泉南府民センタービル（岸和田市野田町 3丁目 13-2） 

地元の小学校、高校、大学、NPO 団体と幅広い世代の方々による日頃の活動発表を行いまし

た。また、手づくり名刺の交換、パネル展覧会、行政による水辺に関する仕事の紹介も行い、楽

しみながら交流しました。最後に「こんな水辺に行ってみたい」というテーマで水辺への想いを

書き込む「水辺の絵図」の作成し、子どもから大人まで参加者相互の交流を深めました。 

●発表団体 

 泉佐野市立長坂小学校 

 貝塚市立南小学校かわっぱクラブ 

 府立泉南高等学校 

府立りんくう翔南高等学校 

府立泉鳥取高等学校 

 府立貝塚高等学校 

 大阪観光大学 

 見出川流域水循環再生協議会 

●パネル展示団体 

岸和田市立修斉小学校 

貝塚市立西小学校 

熊取町立南小学校 

グリーンパーク熊取 

せんなん里海公園、など 

 


