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猪名川河川
レンジャー賞
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10作品

猪名川下流部の河道（左：明治期、右：現在）と有馬道（オレンジ色線）

原口河川レンジャー

※地理院地図（https://maps.gsi.go.jp/）を加工し、現況河道、旧河道、有馬道を重ねて作成。

12/13(月)
～12/17(金)

キセラ川西プラザ
（福祉棟2階フリースペース）

12/18(土)
～12/22(水)

尼崎市立中央北生涯学習プラザ
（1階にぎわいラウンジ）

12/23(木)
～12/28(火)

地図に見る猪名川の歴史

トピックス

猪名川は昔から水運に使
われていました。また、猪名
川沿いには街道（有馬道）も
存在し、それらに沿って多く
の村が点在していました。広根遺跡や弥生時
代の田能遺跡に代表される遺跡や、古地図に
も村の数々が残ります。その村には周辺より
標高が高い位置に神社やお寺があります。水
害時には防災拠点となっていたことでしょう。
また、猪名川は平野部で激しく蛇行し、度々
洪水による被害が起こりました。昭和 年の
阪神大水害以降、被害を軽減すべく、利倉捷
水路など河道を直線的に改修しました。猪
名川風致公園や戸ノ内地区東側の旧猪名川、
弥生ケ丘墓園を回るように流れていた河道な
ど、地図でその名残を見ることができます。名
神高速道路南側の額田公園のカーブも、当
時の河道のカーブです。
文( 原: 口河川レンジャー )

戸ノ内捷水路

イオンモール伊丹
（1階スカイコート）

『ペットボトル水族館』
軍場 優歩 様

『キレイな色だね』
中村 健吾 様

※各会場の開催時間などの詳細については、猪名川
河川レンジャーのWebサイトをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、
作品展が中止となる場合があります。

『猪名川タイムスリップ』
大東 美輝 様

4

応募作品展開催予定

12

12/1(水)
～12/7(火)
※月曜休館

『さかながないてる』
今北 菜々美 様

開催期間

会 場

『甦る水面』
西 誠生 様
『一望千里』
鶴田 紀子 様

2

『架け橋』
西島 陽公 様
『清流黒川』
結城 正旨 様

53

『人間の犠牲』
豊島 輝満 様

利倉捷水路

応募作品は猪名川河川レンジャーのＷｅｂ
「猪名川のい～な！」
サイトで紹介しています。また、猪名川周辺の
たくさんの応募に感謝
会場にて 月に展示を行う予定です。是非
ご覧下さい。
「
猪名川のい～な！」
写真・
絵画大募集にたく
さんのご応募をいただきました。猪名川河川レン
ジャーでは、猪名川の魅力を学び、語り、発信し
ていただく機会となるように、平成 年度から
作品募集を行っており、今年で 周年を迎えま
す。 年間に６９９点の作品をご応募いただきま
した。
今年は 月～ 月に作品募集を行い、写真
点、絵画 点、合計１４９点と、過去最高数のご
応募をいただいています。猪名川の豊かな自然や
歴史を感じる作品、猪名川を楽しく利用する笑
顔の作品など、猪名川の魅力を伝える素晴らし
い作品ばかりです。猪名川河川事務所長賞 点、
猪名川河川レンジャー賞 点を表彰させていた
だきました。

『ホタルの舞』
本田 健二 様

『川の中ってこんなかな』
西谷 寧々 様

猪名川町立中央公民館
（1階エントランス）

『神社の村の川』
髙田 朔也 様

9

2作品

13

現在

明治期

「五月山グリーンエコー」
数珠つなぎインタビュー

96 7

猪名川河川
事務所長賞

 伊丹市生物多様性交流フェスティバル
 アルカイック避難訓練コンサート講演
 水質学習出前講座（池田小学校）

地図に見る猪名川の歴史
トピックス

活動報告
「猪名川のい～な！」たくさんの応募に感謝
特 集

2021年度

ｖｏｌ.２

ＮｅｗｓＬｅｔｔｅｒ

（2021年11月発刊）

特 集

10

回数珠つなぎインタビュー

【
五月山グリーンエコー】

月 日（
水）
～ 月 日 月( 伊
) 丹市昆虫館で実施

伊丹市生物多様性交流フェスティバル

活動報告

月 日（
土） あましんアルカイックホールで実施

アルカイック避難訓練コンサート講演

多くの家族連れで賑わ
いました。身近な猪名川
で楽しく生き物を探し、
ふれあってほしいです。

佐藤河川レンジャーより一言

佐藤河川レンジャーが生物多様性に関
するポスター展に出展しました。『
猪名川
へ
生き物を探しに行こう！』
と題し、河川
敷の様々な生き物を紹介しました。

8

第

「五月山グリーンエコー」

■発足の経緯を教えてください
当会は、五月山の里山管理を行う
団体として１９９６年 月に発足し
ました。公(社 大)阪自然環境保全協
会が、自治体と市民による里山保全・
里山公園づくりのモデルとして五月山
公園を選んだことがきっかけです。

猪名川流域で活躍する団体や施設をリレー形式で紹介しています。
今回は大東河川レンジャーが 「
五月山グリーンエコー」
を訪問し、
代表の中川勝弘さんにお話を伺いました。
（
令和 年 月 日実施）
10

大東河川レンジャー

インタビューの様子
（五月山 すがたに広場にて）

■今後の活動の課題は何ですか？
メンバーの高齢化と後継者不足で
す。活動を継続していくため、若い
人に加わってほしいです。オープンな
雰囲気で、アウトドア感覚で楽しん 大東河川レンジャーより一言
でもらえるように工夫しています。
当たり前のようにある遊歩
■他の団体との関わりはありますか？ 道は、地道な整備の賜物だ
団体同士の繋がりを大切にし、協 と知 りました。生 物 目 線 で
里山を取り戻そうと、色々
力しながら活動しています。例えば、
な団体と協力する人脈の広
「
池田・
人と自然の会」
から生物の観
さに脱帽です。取材時にはメ
点で助言をいただいたり、「
五月山自
ンバーの皆様が気さくに声を
然観察インストラクター連絡会」か
かけてくださいました。
ら五月山の自然について教わったりし
中川代表は森林インストラ
ています。また、五月山で子供の里 クターの資格を持ち、里山
山体験を実施している活動団体には、 の保全にとどまらず、里山を
私達が体験会の講師として協力して
活
用
し
た環境教育の講師と
います。
し
て
も
活 躍 されています 。
山・
森へ
の想いが詰まった活動
が、杉 ヶ谷 川
の流れのよう
に変わらず続
いて欲 しいと
感じました。

中川代表

http://gn-echo.sakura.ne.jp/
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志築河川レンジャーが『
マイタイムライン』
と題した講演を行い
ました。尼崎市の浸水リスクを昔の映像で実感していただき、
一人ひとりが自分を守るための準備として「
マイタイムライン」
（
防災行動計画）
を作ることの重要性をお伝えしました。

志築河川レンジャーより一言

マイタイムラインは、災害
時に自分自身がとる防災
行動を時系列的に整理す
るものです。台風の接近に
よって河川の水位が上昇する時に、家族の
誰が、いつ、どの様な行動をとるか、ご家庭
で話し合い、作成してみてください。

水質学習出前講座（池田小学校）

月 日（
木） 呉服橋下流 猪名川河川敷で実施

水谷河川レンジャーが、池田小学校 年生を対象とした出前
講座の講師をつとめました。水質パックテスト体験等を通して、
猪名川の水はきれいであること、ジュースがわずかに混ざっただけ
で、水質が悪化してしまうことを学んでもらいました。

水谷河川レンジャーより一言

facebookでは、猪名川河川レンジャーの活動内容のほか、猪名川で見つけた自然や文化を紹介しています。

8

子どもたちの好奇心
旺盛さに助けられ、楽
しく進行することがで
きました。最後には、
猪名川の生き物を紹介して大歓声をい
ただきました。生き物は心を掴める力
を持つと改めて感じます。

新たな
河川レンジャーも
募集中です！

猪名川河川事務所 工務課
池田市上池田2 丁目2 番39 号
TEL：072-751-1111（代表）

3

■最後に読者へ
のメッセージをどうぞ
猪名川は五月山と繋がっています。
山が良い状態でなければ、下流の川
の環境も乱れてしまいます。私たち
の活動が、猪名川流域全体の山や川
の保全に繋がると思っています。ぜひ、
山にも関心を持って、足を運んでく
ださい。

志築河川レンジャー

水谷河川レンジャー

Webサイト facebook

佐藤河川レンジャー

4

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。

Webサイト http://www.iranger.jp/
メールアドレス info@iranger.jp
https://www.facebook.com/InagawaRanger
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杉ヶ谷川の様子
まわりの草や木を刈り取り、子供が
安心して遊べる空間になっている

大東河川レンジャー

開けて明るい里山の風景は
毎月の保全活動の成果

22

■どんな活動をしていますか？
遊歩道・水路等の整備、草刈り、間
伐や植樹などの里山管理作業が主な
活動です。太い笹やツル植物が繁って
立ち入れない状態でしたが、刈り取っ
て広場や遊歩道を作り、埋もれていた
他の植物も生育できるようになりま
した。整備が進んだことから、自然観
察会の開催、活動団体や学校の里山
体験学習に利用いただいています。
猪名川支川の杉ヶ谷（
すがたに）
川周
辺は、親水空間として整備しました。
水量の少ない川ですが、夏にはサワガ
ニやアメンボが見られ、観察会では子
供たちが楽しく遊んでいます。近所の
子供も秘密基地にしているようです。
また、環境省が取り組む「
モニタリン
グサイト１０００里地調査」
に登録し
ており、動植物の調査を 年間継続
しています。調査データには保全活動
の成果が表れるので、自分たちの作業
の通信簿だと思っています。
その他、広場の一角での野菜の栽培
や、伐採した竹を使った竹炭の加工・
販売、木の実や枝を使ったクラフト展
の開催など、色々な活動があります。
約 名のメンバーがそれぞれの得意分
野を活かしながら取り組んでいます。
60

