




１０月～１２月

●参加は無料です。

　※材料費等は一部負担していただく場合

　　があります。

●小学生以下のお子様は保護者同伴でご参

　加下さい。

●掲載していない活動もあります。詳細は

　ホームページからも発信しています。

●お問い合わせ先

　淀川管内河川レンジャー事務局

　http://www.river-ranger.jp

　電話：072-861-6801

 ※天候などにより変更する場合がありま

　すのでご了承願います。

河川レンジャー

活動案内

福島管内 西岡河川レンジャー

水質調査と河川敷把握
１０月１３日（日）、
１１月１０日（日）、１２月８日（日）
実施場所　淀川河川敷十三干潟

一般募集　あり
淀川の水質調査を行い、自然豊かな淀川の現状を観
察・調査します。

「切り絵で淀川を学ぶ」講座
①１１月、②１２月予定
実施場所　①大阪市生涯学習発表会開催地

　　　　　②淀川区生涯学習ルーム発表会開催地

　　　　　※詳細が決まり次第、河川レンジャー

　　　　　　ホームページにてお知らせします。

一般募集　参加自由（定員なし）
切り絵講座を実施します。切り絵を通して淀川の事
をもっと知ってみませんか。

福島管内 池宮河川レンジャー

三輪河川レンジャー/新里河川レンジャー

北区民カーニバル　テントブース出展
１０月２０日（日）
時　　間　9時 30 分～ 16 時※小雨決行。雨天中止

実施場所　北区　扇町公園

一般募集　参加自由 (体験コーナーは材料終了まで)

≪三輪レンジャー≫
河川レンジャーの活動をパネル等で広報し、遊びの
中で、淀川の環境について考える体験コーナー。

≪新里レンジャー≫
河川レンジャーの活動や、川の魅力を発信します。
ヨシ笛づくりや、Eボートの紹介などを行います。

玉井河川レンジャー/後藤河川レンジャー
上田河川レンジャーアドバイザー/立川河川レンジャーアドバイザー

点野ワンド・砂州周辺
みんなの水辺づくり
１０月・１１月・１２月
時　　間　13 時 30 分～ 16 時

実施場所　点野ワンド・砂州周辺

一般募集　あり
誰もが親しめ、安全に利用できる淀川を目指し、外来

植物除去など「遊び、学べる水辺」づくりに取り組みます。

点野茨田イチョウまつり
１１月２３日（土・祝）
実施場所　寝屋川市点野茨田樋遺跡水辺公園

一般募集　参加自由（定員なし）
シンボルツリーである大イチョウのもとで、活動交
流会を行います。Ｅボート乗船体験も実施します。

寝屋川エコフェスタ出展
１１月１７日（日）
実施場所　打上川治水緑地公園

　　　　　（寝屋川市太秦桜が丘）

一般募集　参加自由（定員なし）
淀川の自然環境や防災･川･まちに係わる様々なテー
マを切り口に取り組んでいる河川レンジャーの活動
をパネルで紹介します。

毛馬管内 三輪河川レンジャー

自然史博物館
「大阪バードフェスティバル」
展示ブース出展
１１月１６日（土）・１７日（日）
時　　間　9時 30 分～ 16 時

実施場所　大阪市立自然史博物館（長居公園）

一般募集　参加自由（定員なし）
活動パネル展と参加レンジャーによる楽しい体験
コーナー。

特定外来生物を知ろう！
１０月１９日（土）・２０日（日）
実施場所　茨木市クリエイトセンター

一般募集　参加自由（定員なし）
「環境フェアいばらき 2013」の一角で開催。特定外来

生物の事を皆さんと一緒に考えたいと思っています。

情報誌「淀川自然画報」vol.4 発行
１１月１５日（金）発行
新淀川の生きもの情報が満載です。

特定外来生物ポスターの発行
１２月発行予定
昨年に引き続き、無料ダウンロードポスターを追加作
成。環境学習など、どなたでも自由にご活用ください。

◆下記よりダウンロードいただけます。

　http://www.river-ranger.jp/

　より「河川レンジャーメンバー紹介」⇒「石山郁慧」

　のページをご覧ください。

毛馬管内 石山河川レンジャー

毛馬管内 﨑谷河川レンジャー

『自然の豊かな山･川で、
　　　生きものの賑わいづくり』
（水都おおさか森林の市）
１０月６日（日）
時　　間　10 時～ 16 時

実施場所　毛馬桜之宮公園・大川端

一般募集　参加自由（定員なし）
大川端の催事で、川の生き物観察・水質調査・水辺の楽
しみ方など、川と上手に遊ぶ工夫や魅力を発信します。

『城東貨物線赤川鉄橋（人道橋）
　　　　　　　　　　お別れイベント』
１０月１３日（日）
時　　間　12 時～ 15 時

実施場所　赤川鉄橋～平成ワンド～

　　　　　　　　　城北ワンド～城北公園

一般募集　あり（団塊シニアとその孫 25 組）
10 月末日で使用不可となる人道橋のお別れイベント
を、大阪市ボランティア・市民活動センターと協働
して行います。

『地域で考えよう防災！』
１１月１６日（土）
時　　間　10 時～ 12 時

実施場所　毛馬出張所・長柄河畔地区

一般募集　あり（定員 25 名）
災害には正しく恐れて、日頃からの防災対策を！

淀川の歴史を学び水害に強い街づくり
『みんなで考えよう防災』
１０月１８日（金）～１２月１８日（水）
実施場所　大阪市立淀川図書館１Ｆ

一般募集　参加自由（定員なし）
大阪は歴史的に、災害に対しては弱い街であり、幾度
となく河川氾濫による被害を受けてきました。水害の
みならず地震・津波にも備えなければなりません、「川
とともに安心して暮らせる」備えを学びましょう。

知っているようで知らない淀川
『淀川の水辺の生き物教室』
１１月２４日（日）
時　　間　14 時～ 15 時 30 分

実施場所　大阪市淀川図書館　会議室

一般募集　あり（定員 30 名）
淀川とそこに生きる多様な生物を通して、淀川流域
の自然環境を守り市民と共生する安全な川・淀川を
考えましょう。

毛馬管内 新里河川レンジャー

地引網で生物調査
１１月予定
時　　間　9時 30 分～ 16 時

実施場所　大阪ふれあいの水辺

一般募集　あり（定員 50 名）
地引網を使っての生物調査や川の環境に関する学習
会を行います。

城北ワンドでの清掃活動と
スローロープ講習
１０月１９日（土）
実施場所　城北ワンド

一般募集　あり（定員 30 名）
旭区・大阪工業大学と連携しながら、
清掃活動やスローロープの使い方、地引網を使った
外来駆除活動などを行います。

庭窪ワンドでの清掃活動と
外来植物の駆除
１１月予定
実施場所　庭窪ワンド

一般募集　小学生と保護者（定員 30 名）
近隣の小学校と連携しながら外来植物の観察や清
掃・駆除活動を行います。

淀川を知ろう展
１２月予定
実施場所　守口市駅前

　　　　　大阪国際大学サテライト広場

一般募集　参加自由（定員なし）
淀川の環境に関する展示やスライドショーやミーティ
ングで淀川を知ってもらい、環境ネットワーク作りに
取り組みます。

枚方管内 出来河川レンジャー

淀川河川敷フェスティバル出展
１０月２０日（日）
時　　間　11 時～ 15 時

実施場所　淀川右岸河川敷南方河川公園

一般募集　参加自由（定員なし）

≪池宮河川レンジャー≫
「淀川の生物多様性と水辺の生き物」の展示
～淀川の淡水魚を通して淀川の存在と
　　　　　　　　環境保全の大切さを学ぶ～
淀川はたくさんの生き物たちが生息し、淡水魚の種
類の多さでは全国河川のベスト５に入ります。たく
さんの生き物たちが棲む淀川の環境と自然を守るこ
との大切さを学びませんか。

≪西岡河川レンジャー≫
「中島大水道さいの木物語とコント淀川さん」
上演と、切り絵教室
淀川の治水の歴史を伝える人形劇「さいの木神社物
語」と、淀川の環境問題について発信するコント「淀
川さん」を上演します。

池宮河川レンジャー/西岡河川レンジャー

高槻管内 酒井河川レンジャー

第6回三島江切り下げ区域
外来種草刈り作戦＆ワークキャンプ
１１月１７日（日）

時　　間　9時～ 16 時

実施場所　三島江切り下げ地、三島江自然ワンド

一般募集　あり
淀川に関する個別事業の検討段階における住民参

画、意見交換と外来種等の草刈り、ワークキャンプ

（くずのリース、木の枝ペンダントづくりなど）を実

施します。

高槻管内 中川河川レンジャー

枚方市高齢者・身障者を河川に誘導
１０月４日（金）

時　　間　13 時 30 分～ 15 時

実施場所　淀川資料館横・河川敷

一般募集　高齢者・身障者・一般
河川敷の広い空間の中、秋の虫に、良き歌声とピア

ノ、優しいクラリネットにホッとした「
ひととき

一刻」を共

有しませんか。

高槻管内 杉本河川レンジャー

山崎管内 東河川レンジャー

高槻管内 原河川レンジャー

桂川の環境を知ろう
～桂川の現状と問題点、課題について考える～
１１月上旬予定

実施場所　淀川河川公園（大山崎地区）

一般募集　あり（定員 30 名）　
現在、桂川や淀川河川公園で行われている

施策の紹介と課題について意見交換を行います。

バッタのオリンピック
１０月１３日（日）

時　　間　9時～ 12 時 45 分

実施場所　淀川河川公園 大塚地区

集合場所　淀川河川公園大塚地区駐車場

集合時間　8時 15 分～　受付開始

一般募集　小学生以下（定員 50 名）

　　　　　※保護者同伴
捕まえたバッタの飛距離を競うバッタのオリンピッ

クに参加して淀川河川敷の自然とふれあいましょう！

木津川管内 河川レンジャー連携

地域で考えよう防災
１０月２７日（日）

時　　間　9時 30 分～ 13 時

実施場所　久御山町

一般募集　あり
山城地域に甚大な被害をもたらした「山城大水害」

から今年で 60 年となります。久御山町の総合防災訓

練に参画し、地域の皆さんと一緒に過去の災害の教

訓を生かし、防災意識を高めます。

木津川管内 田中河川レンジャー

川の自然環境（初冬の野鳥）
１２月予定

実施場所　木津川流域センター付近
　　　　　河川敷

一般募集　あり（定員 30 名）
初冬の木津川河川敷で講師の方を招き、野鳥の生態を学

びます。河川環境と野鳥の関係を探るため、開橋周辺で

定点観察を行っています。

近畿子どもの水辺交流発表会のための
木津川継続調査
１０月～１１月

実施場所　山城大橋ワンド

一般募集　あり
木津川で楽しく生き物と地形の調査をおこない、子

どもの水辺交流会で木津川の川ガキ活動を発表して

います。川や生きものに興味のある親子を募集して

います。みんな集まれー！

木津川の河床低下
モニタリング・ヒアリング調査
１０月～１２月

実施場所　木津川流域

一般募集　あり
木津川の河床低下の実態を調査しデータを作成します。

伏見管内 居原田河川レンジャー

川の生きものガサガサ調査隊
１０月１２日（土）

実施場所　笠取川

一般募集　幼児･小学生とその保護者

　　　　　（定員 10 組）
川に入って親子で「ガサガサ」いきもの採集！

親子で楽しい川遊びを体験しよう！ 

青少年による
クリーン宇治運動の参加、連携
１１月２４日（日）

実施場所　宇治川　塔の島付近

一般募集　小・中学生
宇治市内で開催されている「青少年クリーン宇治運

動」に参加し、環境保全について考えてみませんか。

伏見管内 谷口河川レンジャー

宇治川の魚、
釣ってみよう･飼ってみよう
１０月１２日（土）

実施場所　14 時～ 17 時

実施場所　上流域流域センター

一般募集　あり（定員 10 名）
伏見港公園エリアの安全なポイントにて淡水魚を捕

獲し、魚を活かすための扱い方や、水槽飼育の方法

などを学びます。 

アユの棲む川、棲める川
１２月１４日（土）

実施場所　上流域流域センター

一般募集　あり（定員 20 名）
アユにとって好ましい棲息環境について考え、淀川

にアユを増やすために、天然アユの遡上、産卵促進

など今後なにをなすべきか考えます。

木津川管内 福井河川レンジャー

木津川市環境まつり
１１月１６日（土）

時　　間　10 時～ 16 時

実施場所　木津川市

　　　　　リサイクル研修センター

一般募集　参加自由（定員なし）
木津川市環境まつりに参加し、ボトルアクアリウム

作りとパネル・水槽展示を行います。木津川の生き

物 (カワニナ、ヌマエビ、水草など )を使ってコー

ヒービンでかわいい水そうを作ります。木津川の自

然・歴史と現状をいっしょに学びませんか。

タマリモニタリング
１０月～１２月

時　　間　9時～ 12 時

実施場所　山城大橋河川敷

一般募集　あり（定員 10 名）
タマリは、様々な生き物が棲む大切な河川環境のひ

とつです。タマリの状態やそこに生息する生き物調

査を行い、記録を残してタマリの保全に役立てます。

一緒にタマリの生き物をのぞいてみませんか。

木津川管内 山田河川レンジャー

第 3回木津川一斉水ウォッチング
１０月５日（土）

時　　間　9時 30 分～ 12 時

実施場所　南山城村～八幡までの

　　　　　木津川とその支流

一般募集　あり
笠置から八幡まで一斉に木津川の水質調査をしま

す。併せて、調べて欲しい水を持ち込み、パックテ

ストで調べる企画もやっています。

宇治環境フェスタ
１１月１０日（日）

時　　間　10 時～ 16 時

実施場所　宇治市生涯学習センター

一般募集　参加自由（定員なし）
「宇治市広野中学校科学部の名木川水質調査」などを

展示・発表します。

第 6回山田川水ウォッチング
１２月３日（火）

時　　間　9時 30 分～ 12 時

実施場所　山田川

一般募集　あり
山田川支流の権谷川沿いを散策しながら、植物や野

鳥などの自然観察などをします。また恒例の水質調

査も、実施します。

高槻ジュニア河川レンジャー
～芥川の魚道見学＆生きもの調査～
１０月２０日（日）

実施場所　芥川大橋周辺（芥川下流域）

一般募集　小学校3～ 6年生の児童、中学･

　　　　　高校の自然環境クラブ等（定員30名）
芥川の魚道見学と下流域の生き物調査を実施。四季
を通じた川とふれあう場をつくります。

～清掃活動に参加しよう！～
１１月予定

実施場所　芥川桜堤公園～津之江公園

一般募集　小学校3～ 6年生の児童、中学･

　　　　　高校の自然環境クラブ等（定員30名）
地域で行われている清掃活動に参加し、河川環境保

護について理解を深めていただきます。

枚方管内 山口河川レンジャー

庭窪ワンド外来植物駆除活動
１１月３０日（土）

時　　間　9時 30 分～ 12 時

実施場所　庭窪レストセンター

一般募集　あり（定員 10 名）
ワンド内の外来植物駆除とワンド周辺清掃を行います。

田中河川レンジャー/山田河川レンジャー

「近畿子どもの水辺」交流会 in 滋賀
１１月２３日（土・祝）

時　　間　10 時～ 16 時

実施場所　大津港～琵琶湖

　　　　　(大型客船ビアンカ･学習船うみのこ)

一般募集　あり
近畿で水辺活動を行う小中学生が発表交流を行います。

≪田中レンジャー≫
木津川の川ガキ活動の成果として、年間通した継続

調査の結果を発表します。

≪山田レンジャー≫
水質調査出前授業で指導している名木川水質調査か

ら学んだことを宇治市立広野中学校科学部の子ども

たちが発表します。

城南衛生管理組合　環境まつり出展
１０月６日（日）

時　　間　10 時～ 14 時

実施場所　エコポート長谷山

　　　　　（城陽市富野）

一般募集　参加自由（定員なし）
環境の大切さを伝えるエコイベントで、木津川の河

川環境などをパネル・ゲーム・発表・工作で紹介し

ます。

田中河川レンジャー/居原田河川レンジャー


