第９回近畿「子どもの水辺」交流会

in

奈良

平成２８年１月２３日（土）１０：００～1６：００
奈良県文化会館

近畿各地の水辺で活動・調査を行っている団体や学生が集まって発表・交流を行うイベ
ントが毎年開催されています。
平成２７年度は奈良県で開催されました。
近畿各地から２７の団体や小学校・中学校
等の約１６０名が集合！学校や地域で取り
組んでいる身近な水辺での活動や体験を熱
い想いを込めて発表しました。
一般参加者や協力団体等を含めると、総
勢約４２０名もの方に参加いただき、会場
は大盛況！子どもたちは、体験や展示物な
ども満喫しながらたくさんの方と交流し、
楽しく有意義な1日となりました。

山と水辺が元気になるためにはどうすれば良いか、
みんなで意見を出し合い発表しました。

取組み紹介パンフレット
「私の水辺」大発表会とは・・・
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の発表、
ボート乗船や水辺の生物観察など水辺活動の体験をしていただく場として「私の水辺」大発表会
を開催しています。
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った「共につくり、守り、育てる」水辺づくりを目指しています。

発表会・交流会。みんなの熱い想いが伝わってきました！！

奈良公園で現地体験
をしました！

●大阪府からの交流会参加団体
○発表参加団体
・八尾市立東中学校
・永寿小学校ふれあいルーム
かわっぱクラブ
・川とあそぼう♪大和川クラブ
○作品展示団体
・タイの子どもたちの作品(海外)
・「私の水辺」大発表会
中河内地域交流会

水辺の発表会

や

水辺体験

など

盛りだくさん！

※平成２８年度は兵庫県で開催予定！

＜お問合せ先＞

「私の水辺」大発表会実行委員会 事務局

○全体事務局 （「私の水辺」大発表会 全般についてのお問合せはこちら）
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）

○地域事務局 （各地域交流会の開催予定や内容についてのお問合せはこちら）
地域

担当事務所

電話番号

池田土木事務所

072(752)4111

池田市、箕面市、豊中市、能勢町、豊能町

茨木土木事務所

072(627)1121

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

072(844)1331

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

072(994)1515

東大阪市、八尾市、柏原市

北 部

所管市町村

南河内

富田林土木事務所

0721(25)1131

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

072(273)0123

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

072(439)3601

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

今後も様々なイベントを開催します！
発表したい！
知りたい！
遊びたい！

自分たちの水辺での活動をみんなに伝えたい方
みんなが行っている水辺での活動を知りたい方
水辺での体験イベントに参加してみたい方

みんな大歓迎！
【主催】「私の水辺」大発表会実行委員会
大阪府都市整備部・環境農林水産部、アクアフレンズ、近畿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、男里川干潟を守る会、市民ボランティアネットワーク「石津川に鮎を」、 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
（一社）大阪府環境水質指導協会

「地域交流会」と題して、各地域で様々なイベントを開催しています。
（例）・学校や市民団体等の皆様による「身近な水辺で行っている活動や調査結果の発表」
・誰でも参加可能な「水辺での遊び・調査体験」 など
詳しくは下の各地域交流会の報告をご覧ください。

北部地域交流会

①とよなか市民環境展2015
②たかつきｴｺﾌｪｽﾀ2016
③あくあぴあ芥川企画展
④北部地域水辺活動企画展INｲｵﾝﾓｰﾙ茨木

平成27年11月27・28日
平成28年 1月15・16日
平成28年 2月6日～21日
平成28年 3月13日

豊中市豊島体育館
高槻市生涯学習ｾﾝﾀｰ展示ﾎｰﾙ
芥川緑地資料館
ｲｵﾝ茨木ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

水辺活動を通して、川や水路などの地域の身近な水辺環境について、その大切
さ・楽しさを学習してもらうために、水辺の楽校や生き物観察会などを実施しま
した。これらの活動について、
①とよなか市民環境展2015、②たかつきエコフェスタ2016、④北部地域水辺
活動等企画展INイオンモール茨木では、水辺活動や子供達の学習成果を展示する
とともに箕面昆虫館展示、クラフト制作、クイズラリー等で来場者との交流を図
り、水辺や環境の大切さ・楽しさを考えるきっかけづくりを図りました。
また、③あくあぴあ芥川企画展では、来場者の方に水辺活動や子供たちの学習成
果を見てもらい、水辺活動への関心を高めてもらいました。
●交流会参加団体
〔高槻市立〕南平台小学校、土室小学校
〔茨木市立〕安威小学校
NPO法人芥川倶楽部、たかつき環境市民会議、
あくあぴあ芥川（芥川緑地資料館）
ＮＰＯ法人とよなか市民環境会議アジェンダ21

①淀川丸ごと体験会
②幸町公園水辺のつどい
③茨田ｲﾁｮｳまつり

平成27年 8月23日（日）
9:00～16:00
点野砂州周辺（寝屋川市）
平成27年 8月29日（土）
9:00～13:30
幸町公園（寝屋川市）
平成27年11月23日（月・祝） 10:00～15:00 茨田樋遺跡水辺公園（寝屋川市）

●交流会参加団体
淀川管内河川ﾚﾝｼﾞｬｰ
ねや川水辺クラブ
点野自治会
摂南大学（石田ゼミ・エコビル部）
水辺に親しむ会
大阪府立大学高専大谷研究室
大阪府水生生物センター
大阪電気通信大学

約10団体 約250名が参加

約10団体 約550名が参加

泉北地域交流会

①「水」からつながるなんでも博覧会

平成28年1月23日（土）11:00～15:00
泉北府民センタービル（堺市西区鳳東町4丁390-１）

①「水」からつながるなんでも博覧会
地域の小・中学校や高校、大学の皆さんによる水辺活動・成果の舞台発表を行いました。
また会場内では小・中学校等による水辺に関わる作品展示や地域で活動する団体の皆さんによる各種ブー
スの出展、葦笛づくり教室やペットボトルを使った手作り顕微鏡教室などを通じ、子どもも大人も一緒に
なって楽しみながら水辺について学びました。
●活動・成果の舞台発表
大阪市立新北島中学校科学部／堺市立桃山台小学校／和泉市立信太小学校／和泉市立南横山小学校／
大阪府立泉北高校サイエンス部／私立精華高等学校環境福祉コース／雨水利用ｉｎ堺／大泉緑地加呂登池自然クラブ
●作品展示
（堺市）上野芝小学校／熊野小学校／福泉小学校／英彰小学校／家原寺小学校／鳳小学校／
桃山台小学校／金岡南中学校／深井中央中学校／三国ヶ丘中学校／宮山台中学校／
庭代台中学校／綾南中学校
（和泉市）青葉はつが野小学校／伯太小学校／和気小学校／南池田小学校／光明台南小学校／
緑ケ丘小学校／国府小学校／信太小学校／南横山小学校／
（泉大津市）旭小学校／
●パネル展示
大阪市立新北島中学校／私立はつしば学園小学校／大阪府立堺工科高校／大阪府立大学大塚研究室／
大阪府港湾局・（一社）大阪府清港会／堺市／高石市／鳳土木事務所
●ブース出展・工作教室
市民ボランティアネットワーク 石津川に鮎を／堺葦船学校／いずみの国の自然館クラブ／
あすの槇尾川を考える会／雨水利用ｉｎ堺／ミニ水族館（岡本氏）／手作り顕微鏡教室（岩野氏）

約50団体 約270名が参加

①私の水辺in柏原
②秋の水辺まつり
③「私の水辺」へようこそ

平成27年 8月 6日(木) 10:00～12:00 恩智川河川敷（柏原市法善寺付近）
平成27年10月10日(土) 9:30～12:00 長瀬川沿いの公園（安中町５丁目公園内）
平成28年 3月19日(土) 11:00～17:00 久宝寺緑地（陸上競技場）

①私の水辺in柏原
柏原市や八尾市の子供たち約25名が集まり、恩智川でモンドリ、ガサガサによる小魚の採取、ボート乗船、生物観察、
水質調査、文化財見学等を行いました。
②秋の水辺まつり
お手玉や葦を使ったコースター、パタパタ船、牛乳パックとんぼづくりや、紙すき体験、ボート乗船などの体験型プロ
グラムを実施。参加いただいた子供たち（約100名）に感想を書いてもらい、交流会も開催しました。
③「私の水辺」へようこそ（ハッピーアースデイ）
久宝寺緑地にて環境をテーマにしたハッピーアースデイに参加。私の水辺発表会の活動状況のパネルの展示、葦を使っ
●交流会参加団体
たコースターづくりの体験などを実施しました。
八尾市立高美南小学校
八尾市立安中小学校
柏原市堅下北小学校 等
八尾市立東中学校
大阪経済法科大学
アクアフレンズ
恩智川環境ネットワーク会議
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ「大和川釣り人クラブ」
築留土地改良区
新田ゼラチン㈱

①南河内 水辺の生き物水族館２０１５＆南河内ほわっと流域フォーラム
地域団体が連携してH24.12に設立した『南河内ほわ～っと流域ネットワーク』のＰＲと、南河内の水辺に生息する生き
物や環境の紹介のため、毎年好評を博している生き物水族館を本年度も開催しました。絶滅危惧種のカワバタモロコやヨシノ
ボリ、ナマズ、アユなど流域で採取した生き物を展示したほか、特に今年は石川で捕まえた大型外来魚のアロワナ、カラムチ
—が捕まりましたので展示を行いました。期間中、延べ約900名の方が来場しました。最終日には南河内ほわっと流域
フォーラムが開催され、アユ復活のとりくみやフクロウ・カヤネズミの保護活動について活発な意見交換が行われました。
②秋色みっけ♪流域こどものまつり
●交流会参加団体
自然や生き物が大好きな子供を育成・応援し、地域で活動している水辺団体の連携・交流のさらなる促進のため、
太子“ｅ”メガネ
『ほわ～っと流域ネットワーク』及び地域で活動しているその他の団体とともに実施しました。午前中は、「流域わく
南河内自然と子どもﾈｯﾄﾜｰｸ
わく観察会」として川と森に分かれ子供たちに生き物の観察会をしてもらいました。午後は、「体験ブースでドキドキ
飛鳥川じゃこ取りﾈｯﾄﾜｰｸ
富田林の自然を守る会
体験」として、流域の水生生物や昆虫の展示、自然の素材を使った工作コーナー、活動ＰＲのブース展示を行ったほか、
南河内水生生物研究会
ブラスバンドの演奏会、モットちゃん・キットちゃんの紙芝居、生き物ビンゴ大会などを実施し、多くの子供たちに楽
狭山の副池自然づくりの会
しみながら学習してもらいました。当日は約１5０名の方が参加しました。
石川自然クラブ

約10団体 約1300名が参加

①淀川丸ごと体験会
約60名が集まり、Eボート乗船体験や、水中歩行体験、釣り、アシ笛づくり、土のう作り体験など淀川の魅力と水害の
備えについての学習を通して淀川をまるごと実感していただけた体験会となりました。
②幸町公園水辺のつどい
約50名が集まったなか、突然の大雨発生とともに大雨・洪水注意報が発令され河川警報が点灯し始めました。即座に全員が
河川から離れた所へ避難しました。水辺で遊ぶ際は天候に注意していただく必要性を知っていただくことができました。
③茨田イチョウまつり
約１50名に参加いただき、水辺活動の発表、パネルの展示、アシ笛づくり淀川クイズ、Eボート乗船体験も行いました。ま
たα化米の炊き出しや防災クイズを実施し、防災について楽しく学んでいただくこともできました。

中河内地域交流会

①南河内 水辺の生き物水族館2015＆南河内ほわっと流域ﾌｫｰﾗﾑ
平成27年8月8日～8月23日 石川河川公園管理事務所ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ・会議室
②秋色みっけ♪流域こどものまつり
平成27年9月23日(火・祝)
長野公園 奥河内さくら公園（長野地区）及び周辺の河川（石川）

ゴミンゴ・ゴミ拾いﾈｯﾄﾜｰｸ
（特活）里山倶楽部
富田林高校科学部
石川河川公園指定管理グループ
都市公園長野公園管理共同体

約10団体 約2200名が参加

北河内地域交流会

南河内地域交流会

泉南地域交流会

●交流会発表団体

①近木川ｷｬﾝﾄﾞﾙﾅｲﾄ
②泉南こども地域交流会

平成27年 8月 8日(土) 15:00～19:30 近木川汽水ワンド ほか
平成28年 1月31日(日) 13:00～16:00 府立貝塚高等学校

①近木川キャンドルナイト
少しでも多くの人が水辺環境に関心を持ち、近木川に目を向
けてもらえればとの思いで、今年度もキャンドルイベントを開
催しました。
アドプトリバー２２３（ＴＵＴＵＭＩ）さんと交流会でも大
活躍のかわっぱクラブさんはじめ、参加者全員で子どもたちが
一生懸命に作った灯籠を汽水ワンドと中流の護岸に並べました。

熊取町立東小学校
貝塚市立永寿小学校 かわっぱｸﾗﾌﾞ ②泉南こども地域交流会
岸和田市立光陽中学校
子どもから大人まで幅広い世代の方々に身近な水辺活動や調
府立泉鳥取高等学校ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ部
査等を発表・展示していただき、約８０名の方にご参加いただ
府立りんくう翔南高等学校
きました。
府立貝塚高等学校

●交流会パネル展示団体
(一社)大阪府環境水質指導協会
NPO法人 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ熊取
男里川干潟を守る会
貝塚市立自然遊学館
南部流域下水道事務所
泉州農と緑の総合事務所
岸和田土木事務所

参加者は、クイズ形式の発表に積極的に参加したり、非常に
詳しい調査結果を熱心に聞くなど、身近な水辺環境に対する関
心を深めることができました。

約15団体 約120名が参加

