河川塾内容一覧
場所：河川情報センター６Ｆ会議室（第49回まで）

回

第１回

第２回

第３回

第４回

日 時
平成12年
11月30日（木）

環境情報センター（第49回から）

講師＆テーマ
第１限―定例講義―（澤井）「河川学原論」その１
『河川とは、「望ましい」川の姿』
第２限―川の情報交換―（白木）『澤井先生のマイリバー 日野川』
大阪府での『水辺の学校』、『流域懇談会』開催状況（野添）
『よこはま かわを考える会ニュース』の紹介（福廣）

12月21日（木）

第１限―新シリーズ―報告「近畿の川〜探訪〜」 番外編
『木曽川 自然共生研究センターと河川環境楽園』
第２限―定例講義―（澤井）「河川学原論」その２
『流域と氾濫域、川の定量的な捉え方』
第３限―川のなんでも情報交換会―話題提供
「川に学ぶ」シンポジウムin近畿（足立）
『川のなんでも市』のふりかえり
河川審議会計画部会中間答申（勝山）
「流域での対応を含む効果的な治水のあり方」
平成１２年度大阪府河川協会講演会の開催について（野添）

平成13年
1月18日（木）

第１限―シリーズ― 報告「近畿の川〜探訪〜」 『春木川・津田川と近木川』
第２限―定例講義―（澤井）「河川学原論」その３ 『普段の川―現実の川における問題
点』
第３限―特別講義―水資源開発公団（福田）『河川災害について』
第４限―川のなんでも情報交換会―
『流域での対応を含む効果的な治水の在り方について』（西下）
『石川で遊ぶ バードウォッチングｉｎ石川』 （勝山）

2月15日（木）

第１限―シリーズ―報告「近畿の川〜探訪〜」
『澤井先生のマイリバー＝日野川の池作りに参加してきました』
第２限―徹底討論― 『マイリバーとの関わり … 日野川の池作りを例として』
第３限―川のなんでも情報交換会―
『第4回淀川討論会』のお知らせ（2/24）（澤井）
『進めよう、いのちあふれる都市づくり〜神戸地域生物多様性保全シン
ポジウム〜』のお知らせ（2/24）（安田）
『春木川・轟川市民のつどい』のお知らせ（3/4）（白木江都子）
『川の世界 加古川』加古川を題材にした総合学習の副読本のご提供（田中）

第５回

第1限―自習―（澤井先生定例講義休講のため）
「川のＨ条件」森下郁子 他／著『陸水生態学からの提言』〜魚の「すめ
る」川から魚の「すむ」川へ
第2限―シリーズ―報告「近畿の川〜探訪〜」『南河内 石川』

第６回

第１限― 情報提供 ― （木村） 報告 「近畿 川ものがたり」
第２限― 定例講義 ―
「河川工学」基礎編（澤井）
河道の中の流れについて
第３限 「川と人とのつきあい方」
第４限 「河川に関するQ＆A」
第５限 ― 話題提供 ― （岡田）「Landscape Kansai」（春号）

3月15日（木）

4月19日（木）

第１限― 定例講義 ―
「河川工学」基礎編２
〜土砂が動く〜
第２限― Ｑ＆Ａコーナー及び情報交換 ―

第７回

５月１５日(火)

第８回

６月１９日(火)

第１限― 定例講義 ―
『河川工学』基礎編−３
第２限 「川に関するQ＆A」「川のお悩み相談室」「情報提供」

第９回

７月１７日（火）

第１限「赤目エコリゾート」合宿の報告
第２限澤井塾
小学校３年生に対する授業メモを元に意見交換会
第３限春木川の河川改修
第４限その他

第１０回

９月８日（土）
名張 土谷邸

８月２１日（火）台風１１号のため、中止となり９月８日が第１０回となる
(1)澤井先生の『Ｅボート』
【川に学ぶ！】
①「シンポ1周年！」
②「シンポふりかえり！」
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河川塾内容一覧
場所：河川情報センター６Ｆ会議室（第49回まで）

回

環境情報センター（第49回から）

日 時

講師＆テーマ

第１１回 １０月１６日(火)

第１限 ― 情報提供 ―
『川に学ぶ体験活動発表交流会について』川に学ぶ」シンポふりかえり等
（参加者の中での自由なフリートークの時間）

第１２回 １１月２０日(火)

第１限―シリーズ―報告「近畿の川〜探訪〜」『河内−長瀬川』
第２限―定例講義―『河川工学』基礎編−４ （澤井）

第１３回 １２月１８日(火)

座談会＋忘年会

第１４回 １月２２日（火）

第１限―シリーズ―
第２限―定例講義―

第１５回 ２月１９日(火)

フリータイム 『川』のおしゃべりタイム（情報交換）
第１限―定例講義― 『河川工学』（澤井）
第２限 「私の好きな川、嫌いな川アンケート」

第１６回 ３月１３日(水)

― いってらっしゃい、土谷さん！― 大々壮行会
主 催：（仮称）『近畿水環境ネットワーク』準備会

第１７回 ４月１７日(水)

※４月から第３水曜日に変更いたしました
新シリーズ 『マイリバー紹介』 堺市 土居川（その１）（西河）

第１８回 ５月２２日(水)

新シリーズ― プレゼンテーション ― 『マイリバー紹介』
（西河）
第１限―フリーディスカッション― 『土居川について』
第２限― 講 評 ― 『川の学校』（澤井）

第１９回 ６月１９日(水)

新シリーズ― プレゼン―『マイリバー紹介』 堺市 土居川 (その３)
第１限―フリーディスカッション― 『土居川について』
第２限― 講 評 ― 『川の学校 土居川編』（澤井）

平成１４年

第２０回 ７月17日(水)

第２１回 ９月１８日(水)

「近畿の川〜探訪」
『河川工学』（澤井）

『泉州

槙尾川』

堺市

土居川 (その２)

（西河）

シリーズ― プレゼン― 『マイリバー紹介』
三重 名張川 (その１) ― （川上・福廣）
第１限―フリーディスカッション― 『名張川について』
第２限― 講 評 ― 『川の学校 名張川編』 （澤井）
シリーズ― プレゼンテーション ― 『マイリバー紹介』
三重 名張川 (その２) ―（川上・福廣）
第１限―フリーディスカッション― 『名張川について』
第２限― 報 告 会 ― 「川の日ワークショップ」
グランプリ―寝屋川再生ワークショップ（澤井）
準グランプリ―牛滝川（野添）

第２２回 （水）

シリーズ― プレゼンテーション ― 「NPO法人 近畿水の塾」
― 理事長 福廣さん 副理事長 澤井さん
第１限― 報 告 会 1 ― 「大阪 川めぐり」（古川）
第２限― 報 告 会 ２ ―『第2回川に学ぶ体験活動発表
交流会in北九州』（川上）

第２３回 １１月２０日(水)

第１限― シリーズ マイリバー紹介 「近木川 汽水ワンド」（白木）
第２限― 報 告 会 ―『第２回川に学ぶ体験活動発表交流会in北九州』（福廣）

第２４回 １２月１８日(水)

―特別シリーズ 流域間交流会 ― 「大阪府 石川と近木川」（寺川・白木）
川における市民と行政の協働とは？・・ミニワークショップ開催

１０月１６日

平成１５年

第２５回 １月１３日(月・祝)
第２６回 ２月１６日（日）
第２７回 ３月１2日（水）

第２8回 ４月16日（水）

―

河川塾フィールドワーク ―
石川流域講座生との意見交換会

―

河川塾フィールドワーク

石川」−（勝山）

「大阪府

近木川」−（白木）

―

「大阪府

―

マイリバーふりかえり ―
九州川の日ワークショップ松浦川の報告（福廣）

― 河川関連法についての自主学習
「自然再生法ってどんなんなん？」
― レポート ―
「淀川 平成ワンドと木工沈床工」

―

2/5

河川塾内容一覧
場所：河川情報センター６Ｆ会議室（第49回まで）

回

環境情報センター（第49回から）

日 時

第２９回 ５月２１日(水)

第３０回 ６月１８日(水)
第３１回 ７月１６日(水)
第３２回 8月20日(水)
第３３回 9月17日(水)

講師＆テーマ
― 河川関連法についての学習会 ―
第１限− 講義−「自然再生推進法の解説」
講師：大阪府環境農林水産部 池口主査
第２限 全体討論会
「自然再生推進法とは？」
―「水辺空間と人の関わり」―
京都造形芸術大学 学生チームの木津川精華町での調査発表会（下村）
―「近木川 自然再生事業」―
大阪府貝塚市近木川での自然再生事業に向けての課題・取組み方（白木）
―「近木川 自然再生事業」―
大阪府貝塚市近木川での自然再生事業に向けての課題・取組み方（澤井）
第１限.「近木川」
第２限.「私の水辺」大発表会２００３〜水辺や水辺活動の評価手法、評価基準を考える〜

第３４回 10月15日(水)

第１限−第４回全国源流シンポジウムｉｎ高津川大会― 報告（福広）
第２限―マイリバー紹介― 尼崎市「庄下川」―
（安田）

第３５回 11月22日(土)

リバーウォッチング庄下川
よみがえれ庄下川〜川・人・街の風景〜

第３６回 １２月１７日(水)

―北桂川の流域見聞について―

（午後1時〜5時）

（下村）

第３７回 １月２１日(水)

流域委員会シリーズ―淀川水系流域委員会「意見書」を読む―
〜淀川河川整備計画基礎原案から（１）〜（澤井）

第３８回 ２月１８日（水）

流域委員会シリーズ―淀川水系流域委員会「意見書」を読む―
〜淀川河川整備計画基礎原案から（２）〜（澤井）

平成１６年

第３９回 ３月１７日（水）

―

河川塾フィールドワーク ―
〜近木川汽水ワンド実験〜

摂南大学実験視察

第４０回 4月21日（水）

流域委員会シリーズ―淀川水系河川整備計画策定について
〜流域委員会の活動について（１）〜（川上）

第４１回 5月19日（水）

マイリバー

第４２回 ６月１６日（水）

流域委員会シリーズ―淀川水系河川整備計画策定について
〜流域委員会の活動について（２）〜（川上）

第４３回 ７月21日（水）
第４４回 8月18日（水）
第４５回 ９月15日（水）
第４６回 11月17日（水）

寝屋川再生ワークショップからの報告

（上田、澤井、久保田）

シリーズ―大和川を語る
〜都市河川としての大和川の過去・現在・未来〜（角野）
レポート ①大和川・淀川流域連携水環境交流会2004
②新潟・福井水害
歴史と文化の中の川づくりを考える
〜近畿水の塾への期待、役割〜（角野）
水資源と環境
〜淀川水系の水資源の量と質〜（大阪府立大学荻野教授）
※10/20の河川塾は台風23号の接近で中止になりました。（被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。）

第４７回 12月15日（水）
平成17年

第４８回 1月１9日（水）

シリーズ

NPO活動と市民協働の実態
〜三島グランドワークにおける政策自主研究報告（速見）

シリーズ

NPO活動と市民協働の実態
〜NPO法人里山倶楽部の紹介〜(寺川）

第４９回 2月17日（木）

シリーズ

堺７−３区共生の森の活動紹介（速水）

第５０回 3月16日（水）

シリーズ

浜寺水路でのコンブ育成実験（前田）

第５１回 ４月２７日（水）
第５２回 ６月２２日（水）

シリーズ

おおさかレインボウプロジェクト
〜雨みずからはじめる豊かなまち〜（足立）
シリーズ 都市と農の共生する地域
（まち）づくり都共生ネットこうべ(非営利組織)

第５３回 ８月３１日（水）

流域委員会シリーズ

第５４回 ９月２８日（水）

シリーズ

本位田

有恒氏

淀川水系流域委員会からの報告（澤井）

寝屋川再生ワークショップからの報告（久保田、澤井）
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河川塾内容一覧
場所：河川情報センター６Ｆ会議室（第49回まで）

回

日 時

環境情報センター（第49回から）

講師＆テーマ

１０月２６日

流域委員会シリーズ 淀川水系流域委員会からの報告（その２）（澤井）
於：琵琶湖・淀川水質保全機構（ＢＹＱ）４階会議室

１１月２６日

―

１２月２７日

レポート

平成18年

マイジョブ＆マイリバー 水の家からウォータサロンへ
ＢＵＤ代表 上岡康宣氏
於：ウォーターサロン

第５５回 （水）
第５６回 （土）
第５７回 （火）

第５８回 １月２５日（水）

河川塾フィールドワーク ―
〜寝屋川駅前せせらぎ広場と点野ワークショップ見学〜（上田、澤井）

シリーズ
第５９回 ２月２２日（水）

都市のウォータースケープ計画に関する国際ワークショップ
〜水によみがえる懐かしい未来都市 堺〜 （久保田）

琵琶湖・淀川水系での水環境保全
〜BYQの取組みについて〜 （河野）
於：琵琶湖・淀川水質保全機構（ＢＹＱ）４階会議室

第６０回 ３月２２日（水）

近畿水の塾や河川塾の一年をふりかえるワークショップ
ファシリテーター：久保田

第６１回 ４月２５日（火）

マイジョブ＆マイリバー

第６２回 ６月２８日（水）

流域委員会シリーズ 淀川水系流域委員会からの報告
〜河川整備計画基礎案に係る事業進捗状況の点検〜

第６３回 ７月２７日（木）
第６４回 ８月２２日（火）
第６５回 ９月２６日（火）

水と人と自然

竹尾敬三
澤井健二

シリーズ

芥川・ひとと魚にやさしい川づくりネットワーク」の取組み
ＴＫＫ自然観察会代表 田口圭介氏、 中山香代子
マイジョブ＆マイリバー 日本とドイツの水の使い方の差、ヴァーチャル・ウォーター、
地球温暖化について
疋島巌
レポート 水郷・水都全国会議大阪大会から得たもの（ここだけの話）
久保田一、久保田洋一

１０月２４日

マイジョブ＆マイリバー

道頓堀川を中心として変わりはじめたミナミ
有限会社エイライン 横山 葵氏

１１月２９日

マイジョブ＆マイリバー

仕事の広がりは、人つながりから

１２月２６日

シリーズ

平成1９年

マイジョブ＆マイリバー

第６６回 （火）
第６７回 （水）
第６８回 （火）

第６９回 １月２３日（火）
第７０回 ２月２８日（水）

公共交通機関としてのＬＲＴの可能性について

拡大版河川塾

環境調査の実状

白木江都子
石塚昌志

米花正三

ＬＲＴ試験線(トランスロール)試乗、研修センター見学など
案内 石塚昌志

第７１回 ３月２０日（火）

マイジョブ＆マイリバー

真言宗醍醐派総本山「醍醐寺」全山改修30年計画

第７２回 ４月26日（木）

マイジョブ＆マイリバー

高瀬川のほとり

マイジョブ＆マイリバー

自然と文化の森協会の活動紹介と猪名川自然林の植生調査から
白樫 誠治

マイジョブ＆マイリバー

武庫川流域委員会での私の思い
松本 誠（武庫川流域委員会委員長）

マイジョブ＆マイリバー

NPO・行革と公益法人改革の流れから
末村 祐子（大阪経済大学客員教授）

マイジョブ＆マイリバー

私の環境年表〜行政経験を中心として〜

マイジョブ＆マイリバー

天若湖アートプロジェクト これまでとこれから
下村 泰史&さとうひさゑ（アートプランまぜまぜ）

マイジョブ＆マイリバー

マイリバーとマイチャリンコ

マイジョブ＆マイリバー

指定管理者制度の功罪、今後のあるべき姿など
樋熊 浩明（西武造園株式会社） 於 アピオ大阪４階松の間

マイジョブ＆マイリバー

寝屋川市における環境用水の可能性

マイジョブ＆マイリバー

自然然環境復元は、人間性の 回復だ！！
前田 誠一郎 於 大阪駅前第２ビルキャンパスポート大阪

第７３回 6月28日（木）
第７４回 8月28日（木）
第７５回 9月25日（木）
第７６回 10月23日（木）
第７７回 11月27日（木）
第７８回 12月25日（木）
平成20年

第７９回 2月23日（土）
第８０回 3月25日（火）
第８１回 ４月23日（水）

磯貝猛

京都樽屋「樽徳」会長 宮本 博司

南 隆雄

西村 浩一（毎日新聞編集委員）

山本 智志
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河川塾内容一覧
場所：河川情報センター６Ｆ会議室（第49回まで）

回

環境情報センター（第49回から）

日 時

講師＆テーマ

第８２回 6月24日（火）

マイジョブ＆マイリバー

第８３回 7月2２日（火）

流域委員会シリーズ 川への思いと企画中シンポジウム「全国川シンポ」への期するもの、
広報
今本博健（京大名誉教授・元淀川水系流域委員会委員長）
古老に聞くシリーズ

第８４回 9月6日（土）
第８５回 9月30日（火）
第８６回 10月21日（火）
第８７回 12月22日（月）
平成21年

川づくりの最前線

小俣 篤

第１回｢おじいちゃんの仕事、おばあちゃんの暮らし｣ヒアリング
名張市下比奈知鈴木幹子さん宅にて
鈴木幹子さん、紀さん、雄治さん

マイジョブ＆マイリバー

上下流の住民交流の必要性について

久保田 洋一、寺川 裕子

流域委員会シリーズ 猪名川自然林の保存運動、流域委員会での経験特に一流域住民が流
域委員会に加わることの意味、藻川の堤防を考える会の活動など
細川 ゆう子氏 (元淀川流域委員会)
マイジョブ＆マイリバー 百姓見習い〜ある都市農家長男による稲作記録の報告〜
安田 博之

第８８回 1月27日（火）

マイジョブ＆マイリバー

水と共に暮らす事の意味

第８９回 2月24日（火）

マイジョブ＆マイリバー

環境モデル都市・堺

マイジョブ＆マイリバー

数値解析による上野遊水地の洪水調節効果に関する研究、
ボクの遊んだ川と田んぼ
村田 遼介

第９０回 3月24日（火）

福廣 勝介
船本 浩路

第９１回 4月11日（土）

フィールド版河川塾
クールシティSakaiの関連計画の多い、堺市北西部のまちを見学

第９２回 6月26日（金）

マイジョブ＆マイリバー

ピコ水力発電の現状

第９３回 7月21日（火）

マイジョブ＆マイリバー

地域環境デザインとしての桂川流域ネットワーク

第９４回 8月20日（木）

マイジョブ＆マイリバー

新たな公による地域づくり

石塚 昌志

第９５回 9月29日（木）

マイジョブ＆マイリバー

神戸つれづれエコアップ

田中 充

第９６回 10月28日（水）

マイジョブ＆マイリバー
(堺市環境都市推進室）

低炭素社会に向け東吉野村と行う地域連携について

案内

西河 嗣郎

竹尾 敬三
下村 泰史

船本 浩路

第９９回 1月26日（火）

米国のダム撤去と日本初の赤谷ダム撤去、そして石津川
太田 勝之（リバーポリシーネットワーク代表）
拡大版河川塾 於 尼崎市立小田公民館
宇根豊さんと映画「たんぼ」をみて農と自然を語る会
宇根 豊（農と自然の研究所
代表理事）
マイジョブ＆マイリバー 滋賀県版治水政策
瀧 健太郎（滋賀県流域治水
政策室）

第101回 2月25日（木）

マイジョブ＆マイリバー

第100回 3月27日（土）

拡大版河川塾 於 尼崎市立小田公民館
河川塾100回記念 女性技術者の視点で語る「環境・河川」
瀧 健太郎（滋賀県流域治水政策室）
礒ちず子（横浜市）、田中秀子（国土交通省）

第９７回 11月24日（火）
第９８回 12月19日（土）
平成22年

マイジョブ＆マイリバー

古代大阪の治水事業

藤井 薫

5/5

100505 河川塾経緯一覧番外編・拡大版

河川塾

番外編・拡大版

平成１３年２月１２日（月）午前１０時から午後５時
澤井先生のマイリバー『日野川』
日野川の河川敷に手づくりの親水空間
『ビオトープの池』を作ろう！
平成１３年６月３０日（土）〜７月１日（日）
三重県名張市『赤目の森 エコリゾート』他
赤目の森ハイキング
ＮＰＯ「赤目の里山を育てる会」の活動講演
赤目の里でホタル観察会
澤井河川塾 大討論会
探索 名張川
まちかど散歩 『名張』 ｅｔｃ．…
平成１３年５月２７日（日）午前１０時〜
澤井先生のマイリバー『日野川』
日野川の河道内に人工的な交互砂州を作ってみる！
Ｌ＝約２００ｍの実験区をつくり、梅雨時の変化状況を調べる。
平成１４年４月１４日（日）午後３時〜５時５月１９日（日）午後２時〜４時
現地見学会 『マイリバーに出かけよう！』 堺市二級河川 内川水系土居川
平成１４年１０月１２（土）
フィールドワーク第１弾「大阪

川めぐり」（古川）

平成１４年１２月１日「私の水辺大発表会」第2次発表会（ドーンセンター）
近畿水の塾参加発表
平成１５年４月３日（木）１３:００〜１７：００ ―河川塾フィールドワーク―
大阪府 淀川 〜淀川長柄橋上流右岸木工沈床見学会〜 （澤井）
平成１５年４月２３日(水) １８:３０〜２１：３０
交流会 ２１：３０〜

「柳川堀割物語」ミニ上映会

平成１５年７月２１日(祝) １１:００〜１６：００
フィールドワーク 「木津川 水辺空間と人の関わり」―京都造形芸術大学
木津川チーム
の取組み
自然再生連続シンポジウム
第１回 平成１６年２月２２日（日）12：30〜15：30 於：NPOプラザ
「法に託された思いと可能性」
話題提供：佐藤寿延さん(環境省) 、恵小百合さん(江戸川大学)
第２回 平成１６年３月１３日（日） 13：30〜16：30 於：UFJ総研
「自然環境権と自然再生推進法」
話題提供：池上徹さん(弁護士)、佐藤寿延さん(環境省)
第３回 平成１６年４月２４日（土） 13：30〜16：30 於：UFJ総研
「自然再生推進法をどう使おう？」
参加者全員によるディスカッション
平成１６年１０月３０日（土）１３：３０〜 於：大阪府環境プラザ
「旭川源流の碑」の活動
竹原和夫さん（旭川流域ネットワーク）
平成１７年２月２６日（土）１３：３０〜 於：大阪府環境プラザ
ワークショップ＆交流会 〜近畿水の塾振り返り〜
（話題提供）舞岡・世田谷まちづくり委員会の活動から指定管理者制度について（佐藤）

100505 河川塾経緯一覧番外編・拡大版
平成１７年１１月１２日（土） 於：尼崎市立小田公民館
技術の自治とは？〜市民も参加する公共事業〜 映画「阿賀に生きる」を監督と観る
1部 12：30〜15：00「阿賀に生きる」上映と解説
2部 15：15〜17：00
（講演）「技術の自治とは？〜市民も参加する公共事業〜」
（講師）大熊孝氏（新潟大学教授・阿賀に生きる製作委員会代表）
（ゲスト）佐藤真氏（「阿賀に生きる」監督・京都造形芸術大学教授）
平成１７年１１月２６日（土）
河川塾フィールドワーク（第５６回河川塾）
〜寝屋川駅前せせらぎ広場と点野ワークショップ見学〜
１部 １２：００〜
寝屋川駅前（西側）せせらぎ広場見学
２部 １３：３０〜１６：００ ワークショップ見学
於：摂南大学スカイラウンジ（１１号館１１階、第５会議室）
案 内：（寝屋川市役所）上田氏、（摂南大学工学部）澤井氏
平成19年２月２８日（水） 拡大版河川塾（第７０回河川塾）
〜堺浜 ＬＲＴ試験線(トランスロール)試乗、研修センター見学など
１部 14：20〜 堺浜 ＬＲＴ試験線の説明と試乗
２部 16：10〜 大小路 LRT研修センター見学
３部 17：15〜 阪堺電気軌道（チンチン電車）にて 石津駅「さかなや」にて懇親会
案 内: （堺市役所）石塚氏
平成19年6月2日（土）14：:30〜16：00 於 環境情報プラザ 総会終了後
高槻のローカルヒーローが語る！市民活動37 年の足跡
田口 圭介氏

記念講演

平成19年7月14日（土）14：00〜17：00 於 アピオ大阪４階竹の間
中村 矗（ひとし）さんに聞く 〜ブラジル・クリチバの夢〜 裏話や失敗話も
平成20年9月6日（土） 河川塾フィールド版（第84回河川塾）
第１回｢おじいちゃんの仕事、おばあちゃんの暮らし｣ヒアリング
〜主に、名張川の環境、名張川との暮らし今昔を聞きました〜
１部13：30〜16：00 ヒアリング
２部16：00〜18：00 懇親会
３部17：00〜17：30 休憩・テレビ放映鑑賞
名張市下比奈知鈴木幹子さん宅にて
話し手 「鈴木のお母さん」＝鈴木幹子さん（79歳）
「そば紀さん」＝鈴木紀さん（68歳）
「ゆうさん」＝鈴木雄治さん（65歳）
平成21年4月11日（土） フィールド版河川塾（第91回河川塾）
次世代公共交通機関LRTや堺浜へのシ ャープ関連工場進出、国内最大級のサッカートレーニン
グセ ンター（NTC）、阪神高速道路大和川線など、その多くがクールシティ・Sakaiの関連計画
に位置付けられている堺市北西部のまちを陸から川から見学した。
1部 13：00〜堺市役所市民広場〜阪堺線（チンチン電車）大小路駅から高須神社駅へ。徒
歩にて薫主堂（線香屋）、鳳翔館（古民家のギャラリー）へ〜阪堺線綾ノ町駅から大小路駅下
車、堺駅乗船場で「のんびりクルーズ乗船」〜堺浜シーサイドステージにてシャープ工場・NTC
遠望見学
2部 18：00〜土居川・環濠桜ロマンに参加（ライトアップした桜並木で花見。地元戎島自
治会の人たちとＢＢＱで交流）
案内 西河
平成21年12月19日（土）拡大版河川塾（第98回河川塾） 於 尼崎市立小田公民館
宇根豊さんと映画「たんぼ」をみて農と自然を語る会
１部 13：00〜14：00 「田んぼ」上映会
２部 14：15〜16：00 講演：農のほんとうの価値 宇根 豊さん（農と自然の研究所代表
理事）
３部 15：30〜16：00 フリーディスカッション
居酒屋「大黒」にて懇親会と忘年会

100505 河川塾経緯一覧番外編・拡大版
平成22年3月27日（土）拡大版河川塾（第100回河川塾）
於 尼崎市立小田公民館
近畿水の塾の主要事業の河川塾は、2000年11月30日に第1回「河川学原論『河川とは〜望
ましい川の姿』」に始まり、年に数回は拡大版として、休日に現地視察、聞き取り調査、講演会
などを行ってきた。テーマは河川や水環境に始まり、森林、生物、地球環境、一次産業、さらに
暮らしや文化まで様々で、多方面から講師を招き、あるいは会員講師で、共に学んできた。
この度、約10年を経て、100回目の河川塾の開催を迎えることになった。環境敏感は女性と
いう事で、これを記念して女性技術者の視点から環境を語ってもらうこととし、長く市民活動と
共に環境仕事に関わって来られた横浜市職員で「よこはまかわを考える会」で活躍された礒ちず
子さん、国交省九州地整局で城原川をライフワークにされてきた田中秀子さんを迎え、話を聞い
た。話の川切りは、第98回の河川塾の講師で、再演リクエストの多い瀧健太郎さんに「滋賀県版
流域治水」を特別講演して頂いた。
河川塾第100回記念 女性技術者の視点で語る「環境・河川」
特別講演：滋賀県版流域治水
瀧健太郎さん（滋賀県流域治水政策室）
女性技術者によるフリーディスカッション
礒ちず子さん（横浜市職員）、田中秀子さん（国土交通省職員）
居酒屋「大黒」にて懇親会

