“水辺で楽しもう「藻川で魚捕り」”
日 時：平成26年9月7日（日）9：30～11：30
場 所：藻川 中園橋河川敷

６０人もの親子のみなさんが参加され、モズクガ二
や大きなウナギも捕れました。生き物の観察をして、
藻川のすばらしさを確認しました。

できると思います。
様々な地域からの参加者が集まることで
交流もうまれ、私達もやりがいを感じま
す。

安全管理

猪名川で活動して、気になる点は？

（写真：左）

水辺部会は、毎月第一日曜日。
第二日曜日が森部会を開催しています。

「バームクーヘン作り」

数 珠 つな ぎインタ ビュー

佐藤 亮さん

水辺部会会長

小学校の教師をしていた7年前に、
教え子を連れイベントに参加。
子ども達の楽しそうな姿を見て、たく
さんの子ども達にも参加してほしいと
思い、一般公募をはじめ活動がス
タート。

猪名川河川事務所 管理課

池田市上池田2丁目2番39号
TEL：072-751-1111（代表）

猪名川河川レンジャーに関するお問い合わせは、下記ウェブサイト／メールアドレスをご利用頂くか、
猪名川河川事務所 管理課までご連絡下さい。
■猪名川河川レンジャー ウェブサイト ： http://iranger.web.fc2.com/
■メールアドレス ： inagawa_ranger@yahoo.co.jp

「
自然と文化の森協会」

福本 吉雄さん

事務局長

（写真：中央）
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「親子農作業体験」

～ ＮＥＸＴ ～

“楽 しむ こと ”が合 い言 葉 です 。

4

活動交流イベント

ウェブサイト
http://www13.ocn.ne.jp/~amanet/index.html

ウェブサイト http://ehc‐hyogo.net/hp/?i=morikyoukai

大事なことは継続
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福本 私達の団体は、「楽しむこと」を
主体にしているので、他の流域などで、子
ども達と活動をしている団体の方々と、
一緒に「
交流イベント」
を開催してみたい
と思っています。
みんなで川へ入り、生きもの調査や魚捕
りをし、その日はどこの川に入っても親子
が楽しんでいる姿が見られれば素晴らし
いと思います。
藻川周辺の子ども達でも、こんなにた
くさんの魚がいることを知らないので、イ
ベントを通して知ってもらえたらと思う。
この場所だけでなく、上流と交流をした
り猪名川の流れを学んでほしいです。

園田地域で活動され
ている活動団体をご紹
介いただきました！

水辺まつりの実行委員長も担う。
猪名川・藻川にて、魚とり、魚つり、
バッタとり、生きもの観察などを通
じて、水辺で遊ぶ楽しさを伝えて
います。

豊富な５つの分野
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レンジャー 私達河川レンジャーが、
もっといろいろな団体と団体が関わってい
けるように、繋げていければと思いました。
体験を通して、以前よりも川の楽しみ方
を知ることが出来ました！
ご協力ありがとうございました。
楢(原レンジャー・
佐藤レンジャー協力員）

「ＮＰＯ法人
まいどいんあまがさき」

第1回

佐藤 猪名川で活動していて、一番気に
なる点は、「
安全管理」です。
川は、大人の背の高さほど深い場所が
このインタビューは、わたしたち河川レン
あったり、流れが急に速くなったりと、危
ジャーが、猪名川流域で活動している団体
険があることや、子どもたちだけでは川に
に、数珠つなぎ形式でご紹介いただき、お話
遊びに来ないことなどを参加者に伝えて
を聞いて回ろうというものです。
います。
第一回となる今回は、国土交通省近畿地
川での体験を通して、危険性を学びな
方整備局猪名川河川事務所の河川協力団
がら、都会を流れる川にも生きものがた
体でもある、「自然と文化の森協会」さんで
くさんいることやたのしく遊べることを伝
す。
えたいです。
「水辺で楽しもう“藻川で魚捕り”」に参加
活動時には、安全に配慮して保険に入っ
させていただいて、インタビューしてきまし
多くの方が参加される秘訣は？
てもらっています。
た！
佐藤 継続することにより、クチコミや
メディアが取り上げてくれます。
毎月行っている「
水辺で楽しもう」
は、尼
崎市の「
あまがすき通信」
や「
市報あまが
さき」に掲載いただき、多数の応募があり
ます。
小学校の行事の一環として「
環境体験
学習」というものがあり、私達がスタッフ
として教えています。
行事に参加した子ども達が、家族と一
緒にリピーターとしてまた来てくれます。
福
本
自
然
と
文
化
の
森
協
会
は
、
もっとたくさんの方に私達の活動を知っ 「
農業」「
緑」「
水辺」
「
歴史・
文化」
「
交流」
「自然と文化の森協会」とは？
てもらうためには、宣伝も必要です。
の５つの部会で活動しています。
元々は、農業部会から始まりました。
地域の農家さんから農地をお借りして
「
農作業体験講座」
を実施し、田能の伝
統野菜で有名な「
田能の里芋」
を栽培し
ています。
また、野菜栽培、親子農作業体験など
もおこない、農地保全の取り組みもおこ
なっています。 月 日（
日）
には、農業
公園で収穫祭もおこないます。
1

兵庫県尼崎市が策定した「
自然と文化の森
猪名川自然林で、 月にキッズクラブと
構想」
の具体化に向けて、園田地域を中心に
共催で「
バームクーヘン作り」
という大きな
市民有志が設立した、市民団体。
イベントがあり、参加者は約 人です。
猪名の里にある自然、歴史、文化そして農
そこで他のイベント案内のチラシを配り、
業を受け継ぎ、守り、育み、次の世代へと引
様々な活動があるとうことを知っていただ
き継ぐ為に活動しています。
「
自然の中でいっぱい楽しみたい！ 園田の いています。
他には、各市の公民館や施設に、活動報
まちの自然をいっぱい知りたい！」という子
ども達を集め「
猪名川キッズクラブ」を創り、 告のチラシを置いてもらうなどができると
年中猪名川を楽しめる活動をしています。 違うアプローチとして流域を繋ぐ紹介が

数珠つなぎ ご紹介
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猪名川河川事務所ブースにて水質調査
猪名川の紹介や水質に関するパネル展
示を行い、また、実際に藻川の水質を調べ
る「水質調査」を体験できるコーナーを企
画し、子どもたちは説明を聞きながら、真剣
に水質調査をしていました。

水生生物の展示
藻川で捕獲したアユやオイカワ、スジエビ、
モクズガニなどの様々な水生生物を水槽を
使って展示しました。
また、猪名川・藻川に生息する魚類等を
パネルで紹介しました。
写真撮影をしたり、質問をしたりしながら、大
人も子どもも熱心に水槽を眺めていました。

11

回

猪名川河川レンジャーブースにて
猪名川の「い～な！」作品展示＆ご案内
これまでに実施した、“第1弾、第2弾”猪名川の「い
～な！」の入賞作品と、たくさんの応募作品を掲載し
たポスターを展示しました。
猪名川の魅力ある場所や猪名川の自然などを知っ
ていただきました。

第

水辺まつりに参加しました！

約1,000人もの方が、河川レン
ジャーブース&猪名川河川事
務所ブースに来てくれました。

猪名川河川レンジャー活動報告

猪名川に生息するホタルの幼虫展示と紹介
猪名川に生息するホタルの幼虫（ゲンジボタル、ヘイ
ケボタル）の展示、猪名川のホタルをクイズ形式のパ
ネルで紹介しました。
実物を見たことがないという人がほとんどで、めずらし
そうに観察されていました。
ホタルの生息環境や生態について知ってもらいました。

■開催日：平成26年9月21日（日）
■場 所：藻川 中園橋周辺（尼崎市）
■主 催：猪名川・藻川の清流復元
フォーラム 水辺まつり実行委員会
（協 力：猪名川河川レンジャー 他）

子供たちは、
猪名川にホタル
がいることを知
らずとても驚き
興味津々に眺
めていました！

ご来場いただきありがとうございました！

河川レンジャーからのお知らせ

猪名川のい～な！

～作品展会場と日程のご案内～

写 真 ・ 絵 画

応
募

作品展

伊
丹
市
池
田
市

昨年度の作品展の様子
詳しくは、猪名川河川レンジャーウェブサイトに掲載されたチラシなど
をご覧下さい。

猪名川のすばらしさや大切さを知ってもらい、猪名川を好きになっ
てもらうために、みなさんから応募していただいた”猪名川と人と
のかかわりを感じる”写真と絵画の作品展を開催します。

猪
名
川
町

イオンモール伊丹
1F スカイコート

11月 4日(火) 11月 7日(金)

11月5日（水） 14：00～
“猪名川・藻川の生き物展示

池田市役所
1F ロビー
イオンモール猪名川
3F 中央エスカレーター前

＆

水質パックテスト体験を開催”

11月26日(水)

12月 2日(火)

12月 4日(木) 12月 8日(月)
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