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猪名川のい～な！ 応募作品展の開催にあたって 

 

 

私たち、『猪名川河川レンジャー』は、地域と連携した河川整備を進める上で、

住民に関心を持ってもらい、住民参加型の河川整備の推進を支援する立場で、住

民と行政との関係をコーディネートし、人と川をつなぐ役割を担っています。 

 

猪名川には、歴史にちなんだ名所、豊かな自然、多くの人が水辺に集う場所な

ど、さまざまな魅力をもつ場所があります。この中には、皆さんによく知られて

いる名所もあれば、隠れた名所もあります。このように魅力ある猪名川ではあり

ますが、実際に猪名川まで足を運び、川に触れていただく機会は依然として少な

いというのが現状です。 

 

そのため、河川レンジャーとして猪名川に関心を持つ人の裾野を広げながら、

多くの人たちに猪名川のいいところを知っていただき、流域の皆さんに猪名川

に足を運んでもらう機会をつくる必要があると考えました。 

 

『猪名川の「い～な！」大募集』は、そのような背景のもと、流域の皆さんに

猪名川の魅力を再発見して頂くことを目的に実施しました。 

 

そこで、応募いただきました作品を、流域の皆さんに是非ご覧いただきたく、

この度、猪名川流域の 6 会場にて作品展を開催することになりました。 

 

本作品展を通して、より多くの皆さんに猪名川の魅力を知っていただき、猪名

川を愛する気持ちを高めていただくことを願っています。 

 

 

猪名川河川レンジャー、猪名川河川レンジャー協力員 一同 
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１．応募作品・作品展の概要 

（１）応募作品 

 令和 2 年 7 月から 9 月 30 日（水）までの期間に、猪名川の魅力を伝える絵

画や写真を募集しました。猪名川流域の活動団体や自治体、教育機関、店舗など

の協力を得て、チラシやポスター、広報誌、ウェブサイトなどで広報を行い、

102 作品の応募をいただきました。 

 

区 分 応募作品数 

写 真 44 作品 

絵 画 58 作品 

合 計 102 作品 

 

 

（２）作品展 

 作品展は、令和 2 年 11 月から 12 月までの期間で、より多くの皆さんに作

品を鑑賞していただけるよう、猪名川流域の 5 市１町の計 6 会場で開催します。 

 

行政区分 会 場 期 間 

猪名川町 
イオンモール猪名川 

3 階中央エスカレーター前 

令和 2 年 11 月 10 日（火）～11 月 16 日（月） 

9：00～21：00 

川西市 
キセラ川西プラザ 

福祉棟 2 階休憩スペース 

令和 2 年 11 月 17 日（火）～11 月 23 日（月） 

9：00～22：00 

伊丹市 
イオンモール伊丹 

1 階スカイコート 

令和 2 年 11 月 24 日（火）～11 月 27 日（金） 

9：00～22：00 

箕面市 
メイプルホール 

1 階ロビー 

令和 2 年 12 月 1 日（火）～12 月 6 日（日） 

9：00～22：00 

尼崎市 
園田西生涯学習プラザ 

1 階ロビー 

令和 2 年 12 月 8 日（火）～12 月 14 日（月） 

9：00～21：00 

池田市 
池田市役所 

1 階ロビー 

令和 2 年 12 月 21 日（月）～12 月 25 日（金） 

8：45～17：15 
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２．入賞作品の紹介 

 応募をいただいた作品の中から、猪名川河川事務所長賞として２作品、猪名川

河川レンジャー賞として 10 作品を選定しました。 

 

猪名川河川事務所長賞（２作品） 

＜写真＞ 

 

作 者 塚原 由雄 様 作品 No.20 

タイトル 緊急避難 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

近年、各地で、河川氾濫による大水害が頻

発しています。大雨の後の猪名川が気にな

り、見に行くと、緊急避難が見られた。 

猪名川河川事務所長からのコメント 

猪名川にはいくつか取水用のゴム堰があり、

普段は水をせき止めるために膨らんだ状態

となっていますが、降雨が続き、水量が増え

るとゴムをしぼませて堰をあけます。その状

態のところに、カワウやサギといった多くの

野鳥が餌を求めて集まっている貴重な瞬間

を捉えており、分かる人には猪名川らしさが

ぐっと伝わってくる素晴らしい作品です。 【撮影場所】呉服橋の上流 

 

＜絵画＞ 

 

作 者 林 由美子 様 作品 No.11 

タイトル 川の流れを感じて 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

緑深い季節であっても、川のせせらぎが涼

しげです。 

猪名川河川事務所長からのコメント 

猪名川は人口密度の高い都市を流れる都市

河川ですが、自然にあふれており、特に上

流に行けばなおいっそう自然が豊かで、清

流の中で、魚釣りを満喫できることを改め

て認識させてくれる素晴らしい作品です。 【描かれた場所】ふるさと館付近 
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猪名川河川レンジャー賞（10 作品） 

 

＜写真＞ 

 

作 者 鳴石 典央 様 作品 No.2 

タイトル 気持い～ね！ 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

猪名川町に居をかまえて 20 年以上、い

まや、ふるさとの川として、親しむ事と

なりました。 

佐藤レンジャーからのコメント 

猛暑の最中、こんな楽しい遊び場が！み

んなでこんな環境を守っていきましょ

う！ 

【撮影場所】ふるさと館の裏 

 

 

 

作 者 広田 良治 様 作品 No.3 

タイトル パパ 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

猪名川の上流の道の駅いながわ付近の

川で、父と娘の楽しそうな姿がありまし

た。猪名川ってい～な！と感じました。 

佐藤レンジャーからのコメント 

子育ての楽しさを満喫されている様子

を捉えた作品ですね。パパにイクメン大

賞を進呈します。 

【撮影場所】道の駅いながわ付近 
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作 者 大田 嘉治 様 作品 No.24 

タイトル 新緑に向かって泳ぐ鯉 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

青空の下、五月山の新緑に向かって泳ぐ

鯉のぼり、猪名川の清流を魚が上流に向

かって上っていくイメージと重ね撮影

をしました。 

大東レンジャー協力員からのコメント 

池田市、川西市をつなぐ架け橋の毎年恒

例 GW 時期の風物詩。復活を期待して、

3 年間熟成された作品に賛同と感謝。 
【撮影場所】阪急電車宝塚線の猪名川鉄橋の下流 

 

 

 

作 者 多川 晴夫 様 作品 No.26 

タイトル 黄昏時 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

下河原地区は飛行機の撮影スポットで

何度も通っています。夕焼けのグラデー

ションが大変綺麗だったので撮りまし

た。 

大東レンジャー協力員からのコメント 

きっと夕焼けのグラデーションを何度

も撮影されて、その中から究極の一枚！

遠き山に日は落ちて♫ が頭の中に流れ

て良き思い出が蘇ります。 【撮影場所】箕面川の下流 
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作 者 青野 直樹 様 作品 No.27 

タイトル じっと、待つ 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

猪名川に通じる近所の駄六川からも自

然を守りたいものです。 

志築レンジャーからのコメント 

待ち構えて一瞬のシャッターチャンス

に撮影されたのでしょう。 

静寂が感じられ鳥が、水面に写った自身

の姿にうっとりとしているかのような

写真でとても和まされました。 

【撮影場所】駄六川、緑ヶ丘 
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＜絵画＞ 

 

作 者 一井 柚希 様 作品 No. 6 

タイトル 夢の中でも おいかけっこ 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

魚をとろうとしたけれど、すばしっこく

てなかなかとれなかった。くやしくてそ

の日の夢にも出てきた。 

志築レンジャーからのコメント 

川に魚をとりに行き一匹も捕まえるこ

とができなかった悔しさが、夢の中では

魚とおいかけっこした様子を魚も楽し

そうに表現され、自身の顔もさぞ、とて

もにこやかな表情をしていた夢だった

のでしょう。 

意図せずデフォルメされた構図が素敵

ですね。 【描かれた場所】杉生 

 

 

 

作 者 渡辺 凛人 様 作品 No.14 

タイトル 猪名川花火大会 2020 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

今年は猪名川の花火大会が中止だった

けど、その前にホタルの乱舞を特等席で

見られてうれしかった。 

大東レンジャー協力員からのコメント 

猪名川花火大会のきらびやかに勝ると

も劣らない自然の神秘に遭遇。日頃の行

いがいいのでしょうね〜神秘伝わりま

したよ〜。はい、おめでとさん＼(^o^)／ 

【描かれた場所】木津 
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作 者 斎藤 のぞみ 様 作品 No.23 

タイトル いっぱい いたよ！ 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

ちいさなカニを見つけておいかけたら、

お魚さんがいっぱいいたの。 

佐藤レンジャーからのコメント 

水遊びの楽しさが伝わってきます。ブ

ルーっていいですね。こんな洋服が欲

しい！ 

【描かれた場所】初谷川妙見口近く 

 

 

 

作 者 中西 乃絵 様 作品 No.46 

タイトル 来年は 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

水面に映る希望の光 

佐藤レンジャーからのコメント 

楽しい花火の思い出を素晴らしい表現

力で描いてくださっています。水面もキ

レイだったね。 

【描かれた場所】新猪名川大橋周辺 
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作 者 森脇 正彦 様 作品 No.56 

タイトル 河川敷の昼下がり 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

新型コロナウイルス以前のある晴れた

昼下がりの河川敷。子供たちが楽しそう

に遊んでいた。早い終息を祈願。 

猪名川河川事務所長からのコメント 

猪名川は都市部を流れる都市河川であ

り、河川敷の利用が非常に活発な場所

です。桑津橋上流付近では子どもたち

を中心にスポーツ利用が盛んであり、

川を描く絵画のコンクールで、あえて

川を中心に描かずに河川敷利用を中心

に描いているところが、斬新であり、

猪名川らしさを如実にあらわした素晴

らしい作品だと思います。 【描かれた場所】桑津橋から 
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３．応募作品の紹介 

 猪名川の上流から下流まで、様々な場所の魅力が表現された作品が寄せられ

ました。写真 44 作品、絵画 58 作品、合計 102 作品の応募をいただきました。 

応募作品の中から、猪名川河川事務所長賞として２作品、猪名川河川レンジャ

ー賞として 10 作品を選定しました。また、その他に入選作品を 23 作品選定

しました。 

 

＜写真作品リスト＞（1/2） 

No 応募者名 年齢 作品タイトル 

1 エスメラルダ サオリ 51 見渡す限りの黄金の稲穂！ 

2 鳴石 典央  71 気持い～ね！ 

3 広田 良治  — パパ 

4 山口 優奈 — 夏休みの楽しみ 

5 難波 倫 — 麗しの龍化渓流 

6 矢延 直樹 55 一庫ダム 

7 前川 敏夫  67 暴れる猪名川 

8 宮原 昇 79 エドヒガン桜の咲く頃 

9 宮原 シゲ子 79 エドヒガン桜と菜の花 

10 匿名希望 53 濁流にも負けず 

11 則久 正志  79 満開のエドヒガン楽しいな！ 

12 嶋田 平一 — 豪雨に見舞われて 

13 西 鷹男 80 前川上流の山桜 

14 匿名希望 79 春の音（はるのおと） 

15 佐藤 宣夫 — 怒涛の大滝 

16 加藤 利恵 — 箕面秋彩 

17 西濱 朗 — 夕闇迫るビッグハープ 

18 塚原 正美 85 光の共演 

19 近田 敏之 74 威風堂々 

20 塚原 由雄  — 緊急避難 

21 山口 政行 70 春の訪れを寒緋桜から 

22 常藤 光一 83 ご近所さん 

23 橋口 光義  90 光輝く猪名川 

24 大田 嘉治  — 新緑に向かって泳ぐ鯉 

25 小澤 良明 79 何羽うつっている？ 

26 多川 晴夫  70 黄昏時 

27 青野 直樹  — じっと、待つ 

28 福井 照明  82 容姿 

29 中島 賢一 — 草原に雉を発見 

30 今山 朝枝 80 緑の群落にいやされます 
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＜写真作品リスト＞（2/2） 
No 応募者名 年齢 作品タイトル 

31 下薗 文男 76 目指すものは 

32 中島 明賢 81 マーくんを目指せ少年野球 

33 箟 晶子  60 神津大橋の夕日 

34 菊池 弦  34 夕暮れまで遊ぶ 

35 西 誠生  74 空中戦 

36 箟 栄治郎  67 秋晴れの河川敷 

37 保利 彩萌 8 お魚獲りに行きます❗ 
38 岩村 忠昭  72 鳥 

39 岩村 泰子 72 鳥 

40 木付 由美子 60 雨後はがんばろう！！婚活中？ 

41 谷吉 ゆかり 41 つくし採り 

42 たくみ  37 あの日見た夕焼け 

43 竹中 清和 92 飛行機の見える猪名川の堤 

44 豊島 紀美子 — 営み 

 

 

＜絵画作品リスト＞（1/2） 
No 応募者名 年齢 作品タイトル 

1 増田 朔久 — つかまえた！ 

2 王 安奇 小 4 外で遊んだよ。 

3 中村 咲月  小 6 今年も釣れるかな？ 

4 八木 春香 — 川辺の散歩 

5 八木 愛子  7 みんなで元気に遊びに行った川 

6 一井 柚希  10 夢の中でも おいかけっこ 

7 遠藤 明歩  11 レア生物！イシガメ大発見！！ 

8 中西 美乃  9 逃走中 

9 西口 雅華 10 カニらんまん 

10 靏本 晴士 — きれいなかわ 

11 林 由美子  57 川の流れを感じて 

12 近藤 夏帆 8 いながわカニパラダイス 

13 細見 侑生 6 夕陽にそまる魚 

14 渡辺 凛人  9 猪名川花火大会 2020 

15 大瀧 凌 11 忍び寄る猪名川の刺客 

16 岡田 るなと  小 1 トンボだ！！ 

17 中村 健吾  小 3 クワガタどこー？！ 

18 匿名希望 7 あかいはし 

19 谷川 生馬 小 4 みてみたい 

20 勝川 にな  3 カニさんみつけたっ 

21 勝川 えま 5 おさかなさんつかまえるのむずかしいね 

22 尾田 そら 小 1(7) ちいさなカニみーつけた 
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＜絵画作品リスト＞（２/2） 

No 応募者名 年齢 作品タイトル 

23 斎藤 のぞみ  小 1 いっぱい いたよ！ 

24 石橋 七海  小 2 サワガニだっ！ 

25 中村 奏介 小 5 キレイだね。 

26 谷川 誠 中 1 穴から出てきた 

27 谷川 晃之佑  小 6 川には、いっぱい生きてるね 

28 藤原 侑里風 — 猪名川 

29 匿名希望 8 川 

30 まな 10 神社にかかる赤い橋 

31 柿本 虎太郎 — 赤橋 

32 金澤 宏仁 — 赤橋と川 

33 長田 走 — 赤い橋と旗 

34 中﨑 優樹 29 前回のリベンジ 

35 上 智子 58 未来の都市 花火を開く 

36 西 義史 70 モリアオガエル 水に生きる 

37 上垣 純聖 — 創造・古代の猪名川 

38 杉岡 優希菜 — 絹延橋からの景色 

39 匿名希望 8 猪名川と五月山 

40 匿名希望 10 立派な橋 

41 匿名希望 9 キラキラしたビッグハープ 

42 今西 茉愛 — 川とザリガニ 

43 江頭 隼人 — たのしい かわら 

44 須一 りさ — 車の走るビッグハープ 

45 丸木 龍之介 — 大きな橋 

46 中西 乃絵  7 来年は 

47 西 美和  — 石澄川の夢みらい 

48 河野 美伶 8 とりたちの天国 

49 匿名希望 13 花火大会 

50 安部 桜子 13 あふれる自然 

51 桑原 颯之介 12 花と緑 

52 長谷川 敦己 13 深い森と川 

53 正岡 梨世和  12 私の好きな風景 

54 宗川 莉名  12 ふるさとの川 

55 神﨑 好史 67 池田、神田の川 

56 森脇 正彦  — 河川敷の昼下がり 

57 大音 恭豊  77 神津大橋 

58 山科 博 — 飛行機が近い清流 

 
＜入賞・入選の凡例＞ 

 ：猪名川河川事務所長賞 

 ：猪名川河川レンジャー賞 

 ：入選 
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写真制作位置図 
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No.18 欠番 

絵画制作位置図 
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