
【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、ＮＰＯ法人芥川倶楽部、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 

    （社）大阪府環境水質指導協会 

【後援】大阪府教育委員会 

※本事業は、（社）全国浄化槽団体連合会、「きれいな川と暮らそう」基金の助成を受け実施しています。 

平成 2２年度は、６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】 

開催場所：イオン茨木ショッピングセンター1階 

JOYPLAZA(茨木市) 

  開催日 ：平２３年３月４日（金）～3月７日（月） 

【南河内地域】 

 開催場所：石川古市駅周辺 

（大和川・石川クリーン作戦と同時開催） 

 開催日 ：平成２３年３月６日（日）9:30～11:00 

 近畿各地から３１の団体や小学校・中学校等の約３００名が奈良に集まり、ＡからＦの６つのグル

ープに分かれ、身近な水辺で観察したことや、体験したこと、取り組んだ活動などを発表してくれ

ました。その後全体交流会が始まり、各グループで出された意見が発表され水辺に対する想いが感

じ取れる交流会となりました。 

 また、一般参加の方や協力団体等を含め、総勢約７００名が交流会に参加いただき、楽しく有意

義な 1日となりました。 

＜「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/kasenkankyo/ 

○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、 

                           熊取町、田尻町、岬町） 

第４回近畿「子どもの水辺」交流会 in奈良 

 

●交流会参加団体（大阪府のみ） 

○発表参加団体 

 ・池田市立秦野小学校 

  ・石川こども自然隊 

  ・貝塚市立南小学校 

      かわっぱクラブ 

  ・川とあそぼう大和川クラブ 

  ・堺市立神石小学校 

      理科・栽培委員会 

 ○作品展示団体 

  ・近木川流域自然大学研究会 

  ・羽曳野市立駒ヶ谷小学校 

    飛鳥川じゃこ取りネットワーク 

  ・「私の水辺」大発表会 

    中河内地域交流会実行委員会 

平成２３年 １月２３日（日）１０：００～１６：００ 

奈良県文化会館 

http://www.pref.osaka.jp/kasenkankyo/


 

北部地域交流会 
①平成 22年 7月 25日、8月 18日・②21日・29日、9月 26日、10月 11日 芥川（高槻市） 
③平成 22年 12月 10日 豊中市立市民会館（豊中市曽根東町 3-7-1） 
④平成 23年 １月 22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） 
⑤平成 23年 3 月 4日（金）～７日（月）   イオン茨木 １階 ジョイプラザ（茨木市松ヶ本町 8-30） 

7～10 月、芥川での①ハグロトンボマーキング調査・②魚道遡上実験では、

それぞれあくあぴあ・芥川倶楽部との共催で、生きものフィールド調査を行いま

した。調査活動を通じ「生きものと水のつながり」を体感することができました。 

12 月には③とよなか市民環境展に出展、1 月 22 日④北部地域交流会（「た

かつきエコフェスタ」との併催）では、ハグロトンボに扮した子ども調査隊員が

『飛来』し、トンボのマーキング体験を行うなど、来場者との交流を図りました。 

3月にも⑤イオン茨木で展示会とミニ講座等を行いました。 
 

●交流会参加団体 

摂津市立摂津小学校 

摂津市立鳥飼西小学校 

茨木市立西河原小学校 

茨木市立山手台小学校 

高槻市立桜台小学校 

高槻市立清水小学校 

高槻市立土室小学校 

高槻市立真上小学校 

高槻市立高槻小学校 

 

 

 

高槻市立五領小学校 

高槻市立竹の内小学校 

高槻市立川西小学校 

箕面市立とどろみの森学園 

（小中一貫校） 

豊中市立小曽根小学校 

NPO法人芥川倶楽部 

あくあぴあ芥川緑地資料館 

ハグロトンボ調べ隊 

 

 

平成 23年 2月 6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・中学校・高校、ＮＰＯ団体と幅広い世代の方々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、水質実験や雨水

を貯留する装置の展示など、こどもも大人も一緒になって楽しみながら学ぶブース出展をしてい

ただきました。今回は参加者全員に記念作品として、「水からつながるなんでもメッセージ」を作

成し、「水辺」の思いを伝え交流を深めました。 

泉南こども地域交流会 

② とよなか市民環境展 ④北部地域交流会(たかつきｴｺﾌｪｽﾀ) ③ 魚道遡上実験 

①平成 22年 9月 18日(土)18:00～20:00 せんなん里海公園（岬町淡輪地先） 

②平成 23年 2月 5 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） 

①ウミホタル観察会 

せんなん里海公園にて、地域で活動されているボランティア団体のご指導のもと「ウミホタル

の観察会」を実施しました。青白く光るその姿はとても美しく、参加者は大興奮。実際に水辺に

触れて関心を高める場となりました。 

②泉南こども地域交流会 

地元の小学校、高校、NPO 団体と幅広い世代の方々による水辺に関する日頃の活動発表会を

行いました。また、手づくり名刺の交換、パネル展覧会、桜の枝を用いた「ほたるストラップ」

作り、とこどもから大人まで楽しみながら参加者相互の交流を深めました。 

●発表団体 

 阪南市立尾崎小学校 

 貝塚市立南小学校かわっぱクラブ 

 府立泉南、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 

 男里川を守る会 

 うみべの森を育てる会 

●パネル展示団体 

貝塚市立西小学校 

熊取町立東小学校 

阪南市立福島小学校 

せんなん里海公園 

見出川流域水循環再生協議会 

など  

① ﾊｸﾞﾛﾄﾝﾎﾞﾏｰｷﾝｸﾞ調査 

 

●発表団体 
堺市立神石小学校 理科・栽培委員会 
堺市立市小学校  4年生       

和泉市立信太中学校 理科同好会             
大阪府立泉北高等学校 サイエンス部  
泉北笑働ねっと 

●パネル展示、ブース出展団体 
市民ボランティアネットワーク 石津川に鮎を ・ (株)シマノ  
和泉めだかネットワーク ・ 雨水利用 in堺 ・ 堺葦船学校 
(社)大阪府環境水質指導協会 ・ 堺自然ふれあいの森 
水辺の学校サポーター 福田哲郎 ・ 堺水質博士         
楽しぃんやさかい大和川水辺の楽校 ・ (社)大阪府清港会   
大阪府立大学 ・ 大阪府立大学大学院 
 

中河内地域交流会 

北河内地域交流会 
①平成 22年 8月 28日（土）11:00～14:00 幸町公園（寝屋川市幸町） 

②平成 22年 11月 23日（火・祝）10:00～15:00 茨田樋遺跡水辺公園（寝屋川市点野１丁目） 

 

①幸町公園水辺のつどい 
地域・学校・水辺活動団体が集まり、水辺

での交流を楽しみました！ 

水の中に入っての生き物観察や、昔遊び・

カヌー乗船といった体験、また、活動のパネ

ル展示やパックテストによる水質調査も行

い、最後はみんなで川をきれいにしました。

楽しく遊びまたふれあい、水辺への親しみや

関心を高めてもらいました！ 

 

②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

元自治会や淀川河川レンジャー、特別参加で技

術交流生の中国の人達など、約220人が集結！ 

シンボルツリーである大イチョウから取れた

銀杏や小学生が作ったサツマイモなどの秋の実

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。国際交流もあり、

今年も新たな出会いが生まれた１日でした！ 

 

●交流会参加団体 

①ねや川水辺クラブ 

幸町東老人会 

摂南大学 

府立工業高等専門学校 

など 

②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 

技術交流生 

淀川管内河川レンジャー 

など 

 

南河内地域交流会 

今年度から初めて、各団体がホームグラウンドとして活動している場所において交流を行う

「生水辺（なまみずべ）」形式での交流会を実施しました。地元の小学校やアドプト団体の方々

等が飛鳥川に集合し、魚とりや生き物の観察、川の清掃活動を通して参加者相互の交流を深めま

した。また、大和川・石川クリーン作戦では、日頃の活動発表を行うとともに、併せてパネル展

示を行いました。 

●交流会参加団体 

 羽曳野市立駒ヶ谷小学校  

  土曜こども生き物クラブ 

 アドプトリバー  

  飛鳥川じゃこ取りネットワーク 

 河南町生き物教室 

 太子町立磯長小学校 

 アドプトリバー 

  三津屋川を美しくする会 

①平成 22年 9月 4日（土）10：00～12：00  大和川河川敷 

②平成 22年 10月 9日（土） 9：30～12：00 八尾市安中小学校 体育館 

①大和川の魚の水槽展示、モンドリ・竹の束の仕掛けによる小魚の採取、大和川の水質・水生生物の

お話をし、最後にメッセージ（今回参加した感想）も書いてもらいました。 

②水生生物によるお手玉づくり、金魚メダカすくい等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思いを語る交流会も開催しました。また会場での催しに加え、子供たちや近隣企

業さんから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、八尾市長や会場の

子供たちに紹介して頂きました。 

その他、「長瀬川ウォーク２０１０」（１１月）「見て学んで！感じよう！」（１月）のイベントの中で 

私の水辺の活動状況をパネルや写真映像等で紹介しました。 

●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 等 

 アクアフレンズ 

 恩智川環境ネットワーク会議 

 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙ「ピープル」 

 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ「大和川釣り人クラブ」 

 築留土地改良区 

① 平成 22年 7月 3日（土）   13:00～16:00  羽曳野市立駒ヶ谷小学校体育館 

② 平成 22年 9月 20日（月・祝） 13:00～16:15  飛鳥川上ノ太子駅周辺 

③ 平成 23年 3月  6日（日）       9:30～11:00  石川古市駅周辺 



 


