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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５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 

 

  



 
 

 

 

 

 

目 次 

 

 

１．応募作品・作品展の概要 ･･････････････  1 

（１）応募作品 ････････････････････････  1 

（２）応募作品の概要 ･･････････････････  2 

（3）作品展 ･･････････････････････････  6 

 

 

２．入賞作品の紹介 ･･･････････････････････  7 

 

 

３．応募作品の紹介 ･････････････････････ 14 

（１）写真 ･･･････････････････････････ 14 

（２）絵画 ･･･････････････････････････ 25 

 

 

 

 



1 

１．応募作品・作品展の概要 

（１）応募作品数 

 作品は、平成29年 7月から9月30日（土）までの期間で、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、ウェブサイトなどで広報を行い、63

作品の応募をいただきました。 

 

区 分 応募作品数 

写 真 31作品 

絵 画 32作品 

合 計 63作品 
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（2）応募作品の概要 

 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31作品、絵画32作品、合計63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 20 作品選定

しました。 

 

＜写真作品リスト＞ 
No 応募者名 年齢 作品タイトル 

1 福島 弘 － 猪名川の源流 

2 鳴石 典央  69 最高で～す！ 

3 楢原 朋子 － 自然の豊かさを感じながら童心に帰って 

4 名桐 昭次 77 川遊び 

5 吉村 俊雄 72 絹延橋から猪名川源流へ(大野山) 

6 吉村 俊雄 72 鱒釣場である標示看板 

7 広田 良治 － 屏風岩を背景に遊ぶ水鳥 

8 河合 璃奈 19 また、来ようね。 

9 山口 優奈 － 念願のダム見学 

10 黒田 華子 43 2017夏のひととき 

11 谷川 憲一  － 春めく瀬音 

12 則久 正志  76 川で楽しむ子ども 

13 宮原 昇  76 猪名川朝霧 

14 谷川 純 － 御社橋の下の激流 

15 平瀧 乃愛  7 パパと私のおたのしみ 

16 I-Shibuno  32 キャンバス猪名川 

17 松田 リエ － 夏のビッグハープ 

18 宮原 シゲ子  76 五月晴れ 

19 藤井 正威  67 パパがいるから大丈夫 

20 山口 政行  66 猪名川を楽しむ 

21 柴谷 浩也  58 春の光景 

22 橋口 光義  87 猪名川沿いを級友と下る 

23 佐藤 宣夫  69 水温む季節 

24 大江 満寿夫 77 花火大会打ち上げ直前 

25 匿名  66 猪名川を泳ぐ 

26 谷本 真喜子 67 孤独のランナー 

27 福井 照明 － 増水の魚道 

28 福本 吉雄  67 姉妹で水とたわむれる 

29 牧野 直樹  42 2017夏、藻川・中園橋を感じる！ 

30 牧野 拓音  8 
2017夏、藻川・中園橋でお魚捕り！今年の

夏は、ウナギの赤ちゃんにいっぱい出会えた！ 

31 牧野 光子 42 

2017夏、藻川・中園橋を家族で感じる！ 

小学 3年生になった息子に自然環境の素晴ら

しさを身体いっぱいに感じてほしい！ 
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＜絵画作品リスト＞ 
No 応募者名 年齢 作品タイトル 

1 明星 茜  10 しぜんゆたかな猪名川 

2 山本 詩歩  7 たのしかった かわあそび 

3 露梨 愛  3 おみずたのしいな 

4 露梨 匠  6 かわとせみ 

5 辻本 凛  6 川遊び 

6 徳永 美沙  6 だいすき いながわ！ 

7 藤尾 早那  8 水遊び 

8 王 安奇  7 水あそび、サイコー！ 

9 中村 仁清  11 やさしい光 

10 谷川 誠  9 川はぼくの庭！！ 

11 新谷 花音  8 鳥さんから見たら・・・ 

12 林 ひかり  7 みつけた！ 

13 大野 莉子  8 ザリガニも、ホタルもいろいろあるね 

14 若村 かうら  6 はじめての魚つり 

15 匿名  10 猪名川い～な！ 

16 大音 恭豊  74 多田神社を見て 

17 村岡 駿  － こんにゃく橋とエビ、カニ、魚たち 

18 上田 恵  12 何回はねるかな？ 

19 若村 りあら  6 花火もつりも大好き！ 

20 西 義史  67 ムカシトンボの白竜谷 

21 平林 和佳  6 夕方の猪名川 

22 坂本 優丞  8 猪名川のこいのぼり 

23 藤尾 育子  74 静けさの中 

24 西良 紀行  9 夜空に咲いた満開の花 

25 有元 歩來  7 川あそび大好き！ 

26 西川 旺介  9 たのしい川あそび 

27 中村 咲月  9 花火、水にうつってきれいだね！ 

28 大東 祐輝  7 い～な猪名川 水辺リング 

29 渡辺 恵子  － 川を汚さないで 

30 春名 ひなた  7 電車と川 

31 喜久田 佑羅  － きれいなまち 

32 陶山 紗月  7 かわあそび すべりだい 

 

＜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 

  



4 

 

 

  写真撮影位置図 
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No.18 欠番 

絵画制作位置図 
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（3）作品展 

 作品展は、平成 2９年 11 月から平成 29 年 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、猪名川に流域の4市１町の計5会

場で開催することとしました。 

 

行政区分 会 場 期 間 

川西市 
川西市役所 

1階ロビー 

平成29年 11月 13日（月）～11月 16日（木） 

※土・日・祝日は休展 

9：00～17：30 

伊丹市 
イオンモール伊丹 

1階スカイコート 

平成29年 11月 20日（月）～11月 22日（水） 

9：00～22：00 

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 

平成29年 11月 29日（水）～12月 5日（火） 

9：00～21：00 

尼崎市 尼崎市立中央公民館 
平成29年 12月 13日（水）～12月 18日（月） 

9：00～21：00 

池田市 
池田市役所 

1階ロビー 

平成29年 12月 20日（水）～12月２5日（月） 

※土・日・祝日は休展 

8：45～17：15 
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２．入賞・入選作品の紹介 

 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 福本 吉雄 様 作品 No.28 

タイトル 姉妹で水とたわむれる 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

おじいちゃんが子どもの頃水遊びをし

た川。再びきれいになった川で孫達が

仲良く水遊びをしながら、たわむれて

います。 

猪名川河川事務所長からのコメント 

きれいになった猪名川で、お孫さんが

水遊びをしているところを観ている、

おじいちゃんのやさしい眼差しが伝

わってくる作品です。 

【撮影場所】藻川中園橋の上流 

 

＜絵画＞ 

 

作 者 有元 歩來 様 作品 No.25 

タイトル 川あそび大好き！ 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

川であそぶと、水のつめたさとキレイ

なのがきもちよくて、とってもたのし

くて、大好きです。 

猪名川河川事務所長からのコメント 

色使いから、つめたくてキレイな猪名

川の水の感じと川あそびの楽しさが

伝わってくる、とっても明るく元気な

作品です。 
【描かれた場所】呉服橋下流 
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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 最高で～す！ 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

ふるさと館の裏の川は、川遊び・水遊び

の最高のスポットです。水質は最高です

よ。 

猪名川河川レンジャーからのコメント 

川遊び、水遊びの楽しさが伝わってきて

最高で～す！ 

【撮影場所】ふるさと館の裏の川 

 

 

 

作 者 谷川 憲一 様 作品 No.11 

タイトル 春めく瀬音 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

対岸のエドヒガンの森を背に春めく桜

が瀬音とともに華やぎを演出 

猪名川河川レンジャーからのコメント 

これから春爛漫に向かっていく早春の

情景が美しく表現されており、素晴らし

いと思います。 

【撮影場所】川辺郡猪名川町虫生・多田大橋上流 
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作 者 則久 正志 様 作品 No.12 

タイトル 川で楽しむ子ども 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

エドヒガンの森を守る会の活動で、自

然が豊かな「まち山」が復活、みなさ

んの憩いの場所となっている。 

猪名川河川レンジャーからのコメント 

皆さんの活動で、多くの人が猪名川の水

辺に集い楽しんでおられる事は、川本来

の姿であり素晴らしいと思います。 

【撮影場所】「水明台エドヒガンの森」の猪名川 

 

 

 

作 者 I-Shibuno 様 作品 No.16 

タイトル キャンバス猪名川 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

スローシャッターで撮影することで、

猪名川にうつる街灯を表現しました。

こんな猪名川も知って欲しいです。 

猪名川河川レンジャーからのコメント 

ひっそりと静まりかえった猪名川の川

面にビッグハープの明かりが映え、素晴

らしいと思います。 
【撮影場所】ビッグハープ下 
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作 者 匿名 作品 No.25 

タイトル 猪名川を泳ぐ 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

鯉のぼりが勢いよく泳ぐ中、子供がき

れいな川で遊んでいる風景を撮りまし

た。近くでは大勢の人が気持ち良い一

日を楽しんでいました。 

猪名川河川レンジャーからのコメント 

川風に吹かれて泳ぐ鯉のぼりの下を子

供たちが遊んでいる風景は、猪名川の良

さを表しており素晴らしいと思います。 
【撮影場所】池田猪名川大橋付近 
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＜絵画＞ 

 

作 者 明星 茜 様 作品 No.1 

タイトル しぜんゆたかな猪名川 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

川あそびに行くと、いつもいろいろな

生き物とであえてうれしい。 

 

猪名川河川レンジャーからのコメント 

斬新な発想で猪名川を表現され、とても

素晴らしいと思います。 

【描かれた場所】杉生付近 

 

 

 

作 者 谷川 誠 様 作品 No.10 

タイトル 川はぼくの庭！！ 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

夏はいつも川でいろんな生き物を見つ

けるよ！川って楽しいよね！ 

 

猪名川河川レンジャーからのコメント 

川の楽しさが伝わってきてとても良

いと思います。 

【描かれた場所】初谷川 

 

 

  



12 

 

 

作 者 大音 恭豊 様 作品 No.16 

タイトル 多田神社を見て 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

多田神社と猪名川・赤橋は 1セットの

景観です。今回は赤橋でなく河原に重

点を置きました。 

 

猪名川河川レンジャーからのコメント 

猪名川の自然豊かな情景を、美しいタ

ッチで描かれ、素晴らしいと思いま

す。 

【描かれた場所】多田神社バス停前 

 

 

 
作 者 若村 りあら 様 作品 No.19 

タイトル 花火もつりも大好き！ 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

猪名川は、花火があったり水あそびし

たり魚つりができたり、たのしくて好

きです。 

 

猪名川河川レンジャーからのコメント 

猪名川では楽しい、いろいろなことが

できますね。川の楽しさが伝わってき

てとても良いと思います。 

【描かれた場所】猪名川中流 
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作 者 大東 祐輝 様 作品 No.28 

タイトル い～な猪名川 水辺リング 

～作品の説明・猪名川への思い～ 

猪名川と天の川が一緒に見られる七夕

の日に、たくさんの人とアレチウリを

とって水辺で乾杯できて楽しかったこ

とを絵にしました。 

猪名川河川レンジャーからのコメント 

みんなが揃いの帽子をかぶり、水辺で

乾杯の楽しさが伝わってきて、とても

良いと思います。 

【描かれた場所】阪神高速高架下 池田市グラウンド 

 

 

  


