平成 30 年 3 月 3 日（土）4 日（日）

3 月 10 日（土）11 日（日）

開催時間 10：00～15：00

3 月 5 日～9 日 は休館します

会場 木津川市山城町 木津川流域センター（地図は裏面にあります）

展

示

木津川流域の自然と魅力の再発見 !
カヌーから見た木津川 （フジタカヌー）
木津川流域の植物 （NPO 法人やましろ里山の会）
木津川の魚・生き物たち(木津川管内河川レンジャー・木津川漁協)
城陽の生き物たち（城陽環境パートナーシップ会議・城陽生き物調査隊）
木津川流域の野鳥・風景写真（藤本きりゑ 木村陽一 早瀬純一）
玉水橋下流 中聖牛
加茂町大野浜・山城町開キ浜の残念石 (ふるさと案内 かも)
蛇籠設置による環境変化と生き物たち・中聖牛の設置(やましろ里山の会・G レンジャー)
川で遊ぶ・近畿「子供の水辺交流会」発表ポスター（木津川管内河川レンジャー）

コミミズク

木津川とその支流の水質 (木津川管内河川レンジャー、木津川市こどもエコクラブサポーターの会）
美しい川を取りもどす活動（木津川を美しくする会・たいこ橋さざなみフェスト実行委員会
上狛川を美しくする会・古川を美しくする会・木津川管内河川レンジャー）

里山と田んぼを守り育てる（NPO 法人花鳥の郷をつくる会・きのこもクラブ
サンフォレスター・木津川流域水質ネットワーク・上狛東部農地水環境保全会

）

鳥はどうして飛ぶの？（自然体験活動推進協議会インストラクター 植田光弘）
木津川上流の自然と活動 (伊賀水と緑の会・依那古体験隊 西河川レンジャー)
環境保全にかかわる活動 (精華町環境ネットワーク会議)

工作・体験
作ってあげよう
小さな水族館

竹トンボ・竹笛

（加茂竹友会）

連だこ!!(連凧愛好家 畠中 豊)

参加費無料

木津川に舞う連だこ上げ

ボトルアクアリウムをつくろう

野外活動

(裏に紹介)

残念石現地学習会
(山城町開キ浜、加茂町大野浜の残念石)
早春野鳥観察会 (会場付近)
コーヒーなどのふた付き
の空き瓶を持って来てね。
小さな生き物を入れます。

水槽展示・スッポンと遊ぼう

ビデオ上映
地球温暖化と自然災害 (中尾 博)

示

主催

木津川展実行委員会（事務局

支援
後援

国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所
京都府山城広域振興局 八幡市 京田辺市 木津川市 久御山町 精華町
城陽市 和束町 笠置町 南山城村 木津川漁業協同組合 琵琶湖・
淀川水質保全機構 琵琶湖・淀川流域圏連携交流会 公益財団法人河川財団
NPO 法人やましろ里山の会

協力

お問い合わせ

木津川管内河川レンジャー）

072-861-6801 河川レンジャー事務局

中央流域センター 9 時～17 時

竹トンボ作り

川の自然観察会「早春の野鳥観察会」
木津川・開橋上流の河川敷は、草はらや小石の河原・川面など様々な
自然条件があり、たくさんの野鳥が観察できます。しかし最近は河川敷の
地形が大きく変化し、見られる野鳥がかわってきています。野鳥を定点で
観察するこの活動から、川の環境変化や問題点が見えてきます。

・３月１1 日（日）

山城町

開橋

9：00～12：00

・木津川流域センター 集合

開キ浜の残念石

・8：30 受付開始

相楽中部消防署

・開橋上流右岸 木津川堤防から河川敷一帯
・定員 30 名 （雨天時はセンター内で活動有）
小学生以下の方は保護者と一緒にご参加ください

木津川流域

・参加費

無料

・持ち物

帽子 手袋 長靴 暖かい服装 雨具 筆記具 飲み物

センター
駐車場

有

（双眼鏡・スコープと野鳥図鑑は持っている方のみ）
・指導

自然体験活動推進協議会インストラクター 植田光弘 氏

・主催

木津川管内河川レンジャー

田中 実知世

(住所) 木津川市山城町北河原
相楽中部消防署山城出張所
木津川流域センター（国土交通省防災倉庫

木津川歴史探検 (参加費無料 雨天中止)

国道２４号沿い
南隣
敷地内）

棚倉駅より徒歩 20 分

残念石現地学習会 (講話と拓本体験)
400 年前、大坂城の再建のため切りだされた巨石の一部が木津
川に 7 ヶ所残されました。その二か所が加茂町大野浜と山城町開キ
浜で、今も見る事ができる当時のままの姿の残石です。しかし、砂
に埋まって年々見えにくくなり、昨年は開キ浜の残念石を多くの方で
掘り出しました。今年もみんなで掘り出してみませんか。
そして、拓本体験もしてみましょう。

第一部 山城町開キ浜の残念石
残念石を掘り出しましょう
・3 月 4 日（日） 9:30～11:30
・木津川流域センター 集合 9:00 より受付開始
・定員 30 名
・持ち物
帽子 長靴 手袋 暖かい服装 筆記具
飲み物 ( ある人はスコップ 鍬など )

第二部 加茂町大野浜の残念石
残念石の講話を聞き、拓本体験をしましょう。
3 月 4 日（日） 13:00～15:30
・木津川市加茂文化センター 集合
12:30 より受付開始
・定員 50 名
・持ち物
帽子 長靴 手袋
暖かい服装 筆記具 飲み物
残念石の講話 田中淳一郎 氏 (山城郷土資料館)
拓本指導 中島正 氏 (花園大学非常勤講師)
※

午前、午後のみの参加も可能です。当日参加も可能です。

加茂文化

※流域センターでお弁当を食べてもいいですね。
・主催 木津川管内河川レンジャー 福井波恵

申込

河川レンジャー事務局

センター

＆ふるさと案内・かも

中央域流域センター

駐車場

有

大野浜の残念石

下記まで FAX お願いします
木津川展野外活動

申込書

参加されるものに○をつけて下さい

3 月 4 日 第一部 山城町開キ浜の残念石
代表者氏名

第二部 加茂町大野浜の残念石

3 月 11 日

野鳥観察

住所

電話番号（昼間連絡先）
参加人数
大人
名
子供
名
ご記入の上、切り取らずに 9 時～17 時に FAX で申込して下さい

レンジャー事務局（中央流域センター）FAX 番号
★メールでも受付けます！cyuuou-kasen@nifty.com

072-841-5663

へ上記の活動名・必要事項を記入し送信してください。

へ上記の活動名・必要事項を記入し送信してください。

