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 外来植物の出前講座を行いました
 ヒメボタルの観察会を開催しました

 新しいレンジャーが就任しました
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 猪名川流域のイベントに出展します
「NPO法人とどろみの森クラブ」
数珠つなぎインタビュー

軍行橋

豊中市

藻川河川敷
月 日 金( 猪
) 名川・
（
尼崎市、豊中市）
にて実施

ヒメボタルの観察会を
開催しました

尼崎市

佐藤レンジャーが講師をつとめ、ヒ
メボタルの観察会を開催しました。
ヒメボタルについての説明の後、明る
いうちに、ヒメボタルが生育する河
川敷の草や木の生育状況などを事
前に確認しました。
時頃からヒメボタルの観察を開
始すると、猪名川公園に隣接する
猪名川河川敷で多くの発光を確認
できました。たくさんのヒメボタルが
飛ぶ様子はとても綺麗で、参加した
方々にも喜んでいただけました。
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猪名川橋

新しいレンジャーが
就任しました

今年６月より、防災担当として新たに志築レン
ジャーが加わりました。猪名川河川レンジャーは、
河川レンジャー 名、協力員 名の体制になりま
した。今後もどうぞよろしくお願いします。
しつき

志築レンジャーより一言

ひょうご防災特別推進
員として、防災・
減災に
対して講座を行っており
ます。猪名川・
藻川の島
之内に住んでおり、水害
に対する意識は高い地域ですが、備えや情報
収集などには関心が低いのが問題点です。河川
レンジャーとして、局地的大雨、台風など猪名
川との共存方法を皆様と考え、減災につなげて
いきたいと思います。

猪名川河川事務所工務課
TEL：072-751-1111(代表)

猪名川河川レンジャーでは活動をさらに広げるため、新たな
河川レンジャーや、河川レンジャーとともに活動する河川レン
ジャー協力員を募集しています。猪名川に関心のある方、ぜひ
私達『猪名川河川レンジャー』と一緒に活動しませんか？

戸ノ内橋
藻川橋

利倉橋

外来植物の出前講座を行いました

池田駅

月 日（
日） 軍行橋右岸河川敷（
伊丹市）
にて実施

猪名川大橋

7

佐藤レンジャーの感想

外来植物の駆除体験

7

伊 丹 市 スポーツ振
興課が主催する外来
植物の環境学習会で、
佐藤レンジャーが講師
をつとめました。河川
敷の運動公園を普段
から利 用 している野
球 クラブの子 供 たち
約 名 に、猪 名 川 の
外来植物について学ん
でもらい、一緒に駆除
を体験しました。河川協力団体
の流域ネット猪名川の皆さんに
もご協力いただきました。
この日の駆除対象種は、アレチ
ウリ、キクイモ、セイタカアワダ
チソウの３種類で、いずれも猪
名川の河川敷に広く分布してお
り問題になっています。参加した
子供たちも、「
思ったより外来植
物が多い！」
と驚いていました。
暑い中でしたが、元気いっぱい、
楽しみながら外来 植 物を抜き
取ってもらい、短時間でたくさん
の駆除ができました。
75

野 球 チー ムの皆 さ んのパ
ワーに力強い手ごたえを感じ
ました。川によく来られる人
が河川 敷 の草むらに入り外
来種繁茂の現状について学び、
共に汗を流す駆除体験をし
て頂いたことは一歩前進だと
思います。若い人達に伝えら
れて嬉しかったです。

4

興味のある方はご連絡ください！

猪名川河川レンジャー大募集！

猪名川流域界

ヒメボタル

中園橋

ヒメボタル
の観察会
ルート

豊中駅
桑津橋

伊丹市

外来植物の
出前講座
伊丹駅

子供たちと河川レンジャー みんなで記念撮影

5
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2019年度
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第 回数珠つなぎインタビュー

「ＮＰＯ法人 とどろみの森クラブ」
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■活動の課題は何ですか？

妙見 口駅

山 下駅

大東レンジャー協力員
の感想

阿古谷川

日生中央 駅

箕面市

とどろみの森 ク ラブは
幅広い地域ボランティア活
動を続けてこられ、自己研
鑽として森林インストラク
ターの資格を取得するな
ど、向上する意欲を持って
おられることが素晴らしい
と思いました。
どの団体も、メインの活
動者の高齢化や活動資金
の課題を抱えている昨今で
すが、里山家庭菜園という
新規事業は解決の切り札
になるのではと感じました。

TEL：072-751-1111（代表）

猪名川河川事務所 工務課
池田市上池田2 丁目2 番39 号

Webサイト http://www.iranger.jp/
メールアドレス info@iranger.jp
https://www.facebook.com/InagawaRanger

川西市

とどろみの森クラブについては、
Ｗｅｂサイトもぜひご覧ください。

（日）

第16回水辺まつり
時間：9:00～15:00
場所：藻川宮園橋右岸河川敷（尼崎市）

9/22

豊能町

http://t‐moric.info/

（日）

アルカイック防災フェスティバル
時間：10:00～16:00
場所：あましんアルカイックホール

9/1

とどろみの森クラブ
活動地（箕面森町）

【とどろみの森クラブｗｅｂサイト】

（土）

猪名川体験フェスタ
時間：10:45～16:30
場所：アステホール（アステ川西6階）

8/24
Ｗebサイト http://www.iranger.jp/

伊丹市生物多様性交流フェスティバルinラスタ
期間：8/7(水)～8/17(土)
場所：ラスタホール1階

8/7(水)
～
8/17(土)

猪名川流域界
池田市
銀橋

7

活動費の確保です。設立当
初は大阪府から資金援助が
ありましたが、現在は自分達
で林野庁の助成金を取得し
ています。箕面市の除草作業
の請負いも資金源のひとつで
す。今後は野菜の販売なども
検討したいと考えています。
新たな人材の確保も課題で
す。最近は若い人が増えてき
たので嬉しいですが、平日働
いている人は時間が限られる
ので、活動の中心を担う人材
が高齢化しています。難しい
問 題 です が、解 決 策 を考 え
ながら活動していきたいと思
います。

園芸グループが管理する色鮮やかなガーデン

猪名川流域で活躍する団体をリレー形式で紹介しています。
今回は大東レンジャー協 力 員が、箕面 森町（箕面 市）で活 動する
「
ＮＰＯ法人 とどろみの森クラブ」
を訪問しました。（ 月 日実施）

2

大東レンジャー協力員と
とどろみの森クラブの皆様

猪名川流域で開催されるイベントに河川レンジャーのブースを出展
します。ご家族・ご友人とお誘い合わせのうえ、ぜひお越しください !

毎年恒例の「猪名川のい～な！」の作品を募集
しています。猪名川の魅力を伝える写真や絵画な
ど、奮ってご応募ください。詳しくは、作品募集チラ
シ、または猪名川河川レンジャーのwebサイトをご
覧ください。

■クラブについて教えてください。
とどろみの森クラブは、新興住宅地
である箕面森町の誕生に合わせ、平
成 年に発足し、現在は 名で活動
しています。大阪府箕面整備事務所
との相互協力のもと、箕面森町の基
本理念である「
環境共生」
、「
地域共
生」
、「
多世代共生」
をテーマに、自然
と人との豊かな調和を目指して活動
を続け、大阪府の「
みどりのまちづく
り奨励賞」
も受賞しています。

古賀理事長

猪名川流域のイベントに出展します
第8弾！猪名川のい～な！
作品募集のお知らせ

67

江口副理事長

■どのような活動をしていますか？
主な活動は、①里山を活性化する
ための森林の整備・
管理（
森林グルー
プ）
、②地域の人たちとの農業・
園芸
活動（
農業・
園芸グループ）
、③森林の
資 源 を活 用 した木 工 制 作 （木 工 グ
ループ）
です。グループ毎に毎週 ～
回の活動をしています。
一般の方が参加できるイベントとし
ては、飯盒炊飯、農作物収穫、森林
散策、木工体験などを年に数回開催
しています。また、地元の小学校の体
験学習や講座も担当しています。
林事務局長
大東レンジャー
協力員

多田大橋
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3

昨年の猪名川河川事務所長賞 受賞作品

※詳細はＷebサイトまたはfacebookでお知らせします。

猪名川河川レンジャーに関するお問い合わせは、Web サイトまたはメール
アドレスをご利用いただくか、猪名川河川事務所 工務課までご連絡下さい。

