安威川フェスティバル 2016 会場風景

安威川フェスティバル 開催概要

over view

次世代へつなぐ出会いの場

体験して、学んで、楽しむフェスティバル

平成28年10月16日、3度目となる「安威川フェスティバル 2016」は、

椅子を会場に設営する「間伐材でおもてなし」や、サイクリングによっ

茨木市の「桑原ふれあい運動広場」「大門寺北側高台ゾーン」2カ

て安威川周辺地域の魅力を再発見する「サイクリングマップ」の配布

所の会場で開催されました。清々しい秋晴れのもと、約 1300 名の方

と「サイクリストミーティング」を行いました。3 年目を迎えて、リピーター

にご来場いただき、大盛況のフェスティバルとなりました。「次世代へつ

の方々や口コミで集まっていただいた方々が増え、安威川フェスティバ

なぐ出会いの場」をテーマとし、安威川周辺の自然を守り、創造的な

ルが、みなさんに広く認知され、地元のお祭りとして定着しはじめたので

地域づくりを考え、実践する人たちが出会う交流の場を目指して、市街

はないかと実感することができました。来期に向けて、さらに楽しんでい

地と山間部の活動が一同に会しました。前回同様、
「自然に学ぶ」
「文

ただけるフェスティバルとなるよう創意工夫を続けていきたいと思います。

化に学ぶ」「ダムに学ぶ」「つなぐプログラム」という４つの方向性にも
とづいて、45ものプログラムを実施し、子どもから大人まで楽しめる、
多彩なプログラムを展開することができました。「自然に学ぶ」は、安

茨木市

威川流域の生物多様性をクイズ形式で遊びながら学べるプログラムや、

（大門寺北側 高台ゾーン）

佐保川

か、「丸太切り体験」「どんぐりポットづくり」などを実施。また、安威
川上流漁業協同組合による「アマゴのつかみ捕り」は子どもたちに大

われる「ダム工事現場体験ツアー」では、間近で見る重機の大きさに
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会場マップ ＆プログラム一覧
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安威川ダム資料館
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女性トイレ
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12

送迎バスおりば
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交流テント

桑 原ふれあい運 動 広場

1

7

茨木秋の収穫祭（茨木ほくちの会）

13

宙いもスイーツ（宙いもプロジェクト）
「カフェ場」で語ろう！つ ながろう！

2

ミニ防災講座

8

親子サッカー

3

どんぐりポットづくり

9

環境でつなぐ茨木のまち

14

秋空の下で家族で楽しむ青空ヨガ

4

丸太切り体験

10

追大キャンドルナイト

15

OVAL kitchen

5

環境クイズ＆みんなでつくる安威川立体自然図鑑

11

焼き芋・安威川ダムケーキ

16

cafeらん

踊ってつくろう！ペットボトルピザ

17

雁飯店xLAWSON

6

05

カメの生態展示

見山の郷

12

桑原ふれあい運動広場行
送迎バスのりば

大門寺北側高台ゾーン

18

ダム工事現場体験ツアー受付

1

BBQサイト

5

ドローン映像の鑑賞

10

フリーダムおさかなイラスト展示

19

間伐材でおもてなし

2

アマゴのつかみ捕り＆塩焼き販売

6

ミニ博物館生態展示

11

Mariana CAFE

20

サイクリストミーティング

3

フリーダムおさかなイラスト表彰式

7

生きもの写真展示

12

プレシューズアンドロワ

21

アジアの食堂 ムバラケ

8

生きものシルエット展示

13

防災ごはんダムカレー

22

BONOcafe

9

手作り缶バッジ

14

ダムに残そう！みんなのことば

23

生保コメ米・サイ菜クラブ

音楽ステージ（ライブ）
・バケツドラム（ライブ）
4

ミニ博物館標本展示

15

見て知ろう！
安威川ダムふしぎ発見

16

重機記念撮影

17

ダンプタイヤ展示
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2016

どんぐりポットづくり
ミニ防災講座

環境クイズ＆みんなでつくる安威川立体自然図鑑

安威川周辺地域に自生する、
コナラやクヌギなどをはじめとする様々などんぐり
の種類について学びながら、土とどんぐりを入れて苗木を育てるポットづくりを行

安威川ダムの役割を知るきっかけになる、防災のた

いました。子どもたちは、普段体験することがない、
たくさんのどんぐりに触れ、安

めの土嚢づくり体験。子どもたちが大きなショベル

威川周辺の自然を知ってもらう機会となりました。

を手にして、一生懸命に土を袋に詰めてくれました。

大林組JV、地元、追手門学院大学 Candle Night 2016

自分たちが身近に住む環境について、興味を持つきっかけをつくり、理解を深め、未来を担う
人々につながっていくことを目指した環境教育プログラム。クイズに参加した子どもたちは、壁
一面に貼られたパネルを見ながら、茨木のまちの豊かな自然環境や文化資産について学び、
安威川周辺の立体模型の上に生き物たちを描くことで、
より知識を深めることができました。

淀川管内河川レンジャーの指導のもと、川の魅力

学生団体びおぷろ、bioa（ビオア）

と危険性を学び、流域周辺で生活している方々へ
の安全教育につながりました。
淀川管内河川レンジャー、関西大学KUMC、
関西国際大学

カメの生態展示

07

丸太切り体験
丸太をノコギリで切ってみよう！ 里山サポートネット・

安威川水系に生息するニホンイシガメを中心とした、
カメの生態展示プロ

茨木による指導のもと、安威生産森林組合によって

グラム。
カメたちがどんな場所に住み、何を食べているのかといった、
カメの

提供されたヒノキを使って、丸太切り体験をしました。
ま

生態についてのお話から、外来種の問題なども含め、
専門家による解説を

た、
ノコギリで輪切りにした木を使ったコースターも工

聞きながら、
実物の生きたカメたちとふれあえるプログラムとなりました。

作しました。

和亀保護の会

里山サポートネット・茨木、安威生産森林組合

アマゴのつかみ捕り＆塩焼き販売
安威川上流漁業協同組合によるプログラム「アマゴのつかみ捕り体験」。子どもたちが特設プールに
入ってアマゴを追いかける、
そのハイテンションな姿に、
まわりの大人たちも思わず笑顔に。その横では、
「アマゴの塩焼き」が販売されました。臭みがなく、骨も柔らかく、
まるごとペロリと完食できるアマゴを、み

BBQサイト
ダム建 設 現 場を見ながらB B Q 。
家 族や友 達といっしょに茨 木で

んなで美味しくいただきました。両手でしっかりと魚を捕まえた子どもたちは、生き物と触れ合った経験を

採れた野菜やお芋をゆっくりと味

忘れないことでしょう。命をいただくことの大切さを学ぶプログラムとなりました。

わっていただきました。

安威川上流漁業協同組合、地元、追手門学院大学 Candle Night 2016

BBQらぼ
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2016

手作り缶バッジ

見山の郷

自分で描いた絵をオリジナルの缶バッジに！ 参加した子どもたち

地域の食材にこだわった手作り食品や新
鮮な野菜を提供する、茨木市北部の「見

は、生きものの絵を描くときのポイントについてのミニレクチャーを

山の郷」。まごころ込めて作ったお餅やご

受けながら、安威川の生きものが描かれた図鑑を見て、夢中に

飯、名物の米粉パン、人気の赤紫蘇サイ

なって昆虫や魚などの絵を描きました。描いた絵はその場で缶

ダーなどが販売されました。

バッジにしてプレゼント！ 参加者が途絶えることがないほどの大
人気となりました。

農事組合法人
見山の郷交流施設組合

淀川管内河川レンジャー、関西国際大学、
追手門学院大学 Candle Night 2016

環境でつなぐ茨木のまち

ミニ博物館生態展示／ミニ博物館標本展示
生きもの写真展示／フリーダムおさかなイラスト展示

茨木のまちと農村をつなぎ、次世代へと引き継ぐための環境教育
を推進させる取組みを紹介。
「環境」
をキーワードに、新たな茨木を

「ミニ博物館」
コーナーでは、安威川に生息する水生生物のミニ水族館や昆虫の標

発見することができました。

本展示と生き物写真展、
そして、nature works・小村一也さんによる安威川の生物

bioa（ビオア）、学生団体びおぷろ、関西大学KUMC

多様性と生き物についてのお話がありました。たくさんの方々が集まり、子どもたちは
熱心に魚や昆虫に見入っていました。また、
「 安威川フリーダム」による募集で集まっ
た「フーダムおさかなイラスト展示」のコーナーでは、子どもたちが応募した50点以上
ものおさかなイラストが展示されました。
NPO法人 nature works、茨木市

追大キャンドルナイト
自分で描いた絵をキャンドルに灯そう！ 追手門学院大学Candle Night 2016の学生たちの
指導によって、紙袋に描いた絵を内側からキャンドルで灯す工作を行いました。マスコットキャラク

音楽ステージ（ライブ）
バケツドラム（ライブ）
フリーダム
おさかなイラスト表彰式
JVバンド Sing Sing Sing による、
人気のJポップ、沖縄民謡のライブ演
奏や、戸渡ジョニーさんの捨てられたバ
ケツや鍋などを打 楽 器にした即 興 演
奏、安威川のおさかなをテーマにしたイ
ラストコンテストの10作品の表彰式が
行われました。
大林組JV、NPO法人 nature works
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ターの「ほのおチャン」
も登場。工作ができあがったときの子どもたちの笑顔が印象的でした。
追手門学院大学 Candle Night 2016

生きものシルエット展示

ドローン映像の鑑賞

カブトムシやチョウなどの昆虫や、水生の

ドローンで撮影された映像を見ながら、普段

生きものたちの形をリアルなシルエットで

みることのない鳥の目線で安威川ダム建

表現したオブジェの展示プログラム。色と

設現場周辺を鑑賞。茨木市環境教育ボラ

りどりのシルエットが、資料館内を華やか

ンティア・天保好博さんのお話を聞きながら、

に彩り、訪れた人を出迎えました。

茨木の森の現状を学ぶことができました。

NPO法人 nature works

茨木市環境教育ボランティア

焼き芋
安威川ダムケーキ
茨木秋の収穫祭
（茨木ほくちの会）

地 元 茨 木の「 宙いもプロジェク
ト」提供などによる、
ホクホクの焼
き芋を販売。
ミシュラン一つ星レ

茨木北部を
「みんな笑ってイケる

ストラン「ルポンドシエル」による

とこにしよう！ 」という想いを胸

フェス限定の安威川ダムケーキ

に、茨木産の新米や野菜を販売。

が販売されました。ケーキを購入

おばあちゃんの手作りおもちゃ教

された方には記 念にダムケーキ

室では、子どもたちに昔ながらの

カードが手渡されました。

遊びをレクチャーしました。

大林組JV、茨木宙いもプロジェクト

茨木ほくちの会
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2016

雁飯店xLAWSON

生保コメ米・サイ菜クラブ

茨木市で人気の雁飯店の餃子が、
「 特製揚げ餃子」
と

茨木市生保地区自治会から「 生保コメ米・サイ菜クラブ」が出店しました。
地元でとれた新 米のほか、水 菜 、なすび 、
さつまいも、枝 豆 、パプリカ、
ざく

して登場。
さらに雁飯店が味付けしたLAWSONとのコ

ろ、かりん、柿など色とりどりの新 鮮 野 菜を販 売 。地 元スタッフと学 生ボラ

ラボ「からあげクン」が提供されました。

ンティアの協力で、明るく活気のあるプログラムとなりました。

雁飯店、LAWSON

茨木市生保地区自治会有志、関西国際大学

秋空の下で家族で楽しむ青空ヨガ
秋空の下、
サッカーグランドの芝生の上で、cocoro*さんの指導によって、家族
みんなでヨガを楽しみながらリラックスした時間を過ごしました。

アジアの食堂 ムバラケ
東南アジアの各国料理とビールが味わえるレストラン
「アジアの食堂ムバラケ」。地元茨木の食材を使用した
特製ビーフンが販売されました。
アジアの食堂 ムバラケ

踊ってつくろう！ペットボトルピザ
ペットボトルによるピザづくりと、
それを活かした食育体験プログラム。楽しい歌とダンスに合わせ

Mariana CAFE／プレシューズアンドロワ／
防災ごはんダムカレー

て、ペットボトルをフリフリするだけで、
ピザ生地の出来上がり。伸ばした生地にチーズや茨木産

災害時などに役立つ非常用の炊き出しご飯を使い、Mariana CAFEとプレ

の野菜などをトッピングして、最後はオーブンで焼き上げます。みんなで楽しく踊って、
プロのシェ

シューズアンドロワが防災ダムカレーを考案。カレーを買っていただいた方に

フ顔負けのおいしいピザが完成しました！

ダムカレーカードをお渡ししました。

大阪府立茨木高等学校、茨木芸術中心、高野裕子(UMLAUT)、地元、
追手門学院大学 Candle Night 2016

MarianaCAFE、
プレシューズアンドロワ、茨木市、茨木市観光協会

サッカーを楽しみました。
茨木市サッカー連盟、関西国際大学

「カフェ場 」で語ろう！
つながろう！
百花のバードフレンドリーコーヒー」
と、

cafeらん

目を引くイエローのキッチンカーで登場
したダイニング「O V A L k i t c h e n 」。口

茨木市忍頂寺でおかんが作る里山ランチを提供する
「cafeらん」。地元たたら

いっぱいに頬張れる大きな唐揚げが大

ジャムや焼菓子が販売されました。

スイーツが提供されました。

ば焙煎場でつくった特製コーヒーとうどん焼きが販売されました。

人気となりました。

BONOcafe

茨木宙いもプロジェクト、大阪府立茨木高
等学校、
いばらき元気隊、cafe百花moka

cafeらん

OVAL kitchen

「 B O N O c a f e 」。茨 木 産の柿や和 梨を使った手 作り
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OVAL kitchen

参加者の交流の場となる
「カフェ場」で
は、自然の森や野生動物を守る「cafe

人 工 芝サッカーグランドにて、親 子 2 0
組の参加によるサッカー大会が行われ

宙いもスイーツ

茨木の旬の食材を通して、地産地消の暮らしを伝える

親子サッカー

ました。家 族で、声を掛け合いながら

（宙いもプロジェクト）

BONOcafe

cocoro*

「茨木宙いもプロジェクト」による宙いも
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2016

サイクリストミーティング／
おすすめ観光サイクリングマップ
季刊誌 cycleの進行のもと
「サイクリストミーティング」
を開催。大
学生をはじめとする自転車好きの方々が集い、
これからの茨木市にお
けるサイクリングの楽しみ方、
可能性についての意見交換を行いました。
また、
茨木市サイクリンググマップ「GO CYCLING ! TO AIGAWA」
の
第二弾を配布。茨木市の市街地から山間部にかけて、
サイクリング
による新しい楽しみ方を提 案するとともに、サイクリングスポット
やサイクルスタンドの設置場所などを紹介しました。

ダム工事現場体験ツアー

ダムに残そう！
みんなのことば

「ダム工事現場体験ツアー」では、普段立ち入ることができない工

「ダムに残そう！みんなのことば」では、
ロック

事現場へのバスツアーが行われました。ダム頂部から市街地が眺

フィルダムの堤体に使用される大きな岩（リッ

望できることに、みなさん驚いていました。また、大型重機の試乗体

プラップ材）
に、思い思いの絵やメッセージを

季刊誌 cycle、GLAN FABRIQUE inc. 、茨木市観光協会、
オプスデザイン、立命館大学RISE・体育会自転車競技部

スタンプラリー

験や記念撮影があり、子どもたちはその大きさと迫力に最初はびっ

書きました。来場者の方たちの想いが一面に

くりですが、運転席に上がると、
まるでロボットを操縦しているような

びっしりと描き込まれたこの岩は、
ダムの材料

気分で大興奮！ 親子で楽しみながら、
ダム工事の進捗状況や最

の一部となります！

安威川周辺の6地区に生息する生き物や

大林組ＪＶ

各所に設置。
６つのスタンプを集めると、景

新情報の技術などについて学びました。

地名について学べるスタンプコーナーを会場

大林組JV

品がもらえるプログラム。子どもたちに楽しく

ダンプタイヤ展示

地域を知ってもらうことができました。

資 料 館の横に設 置された「ダンプタイヤ展

NPO法人 nature works、地元、
追手門学院大学 Candle Night 2016

示」では、実際にダム工事で使われているダ
ンプカーのタイヤが展示されました。高さ２メー
トル、厚み60センチもある、見たこともない大
きさのタイヤの迫力に、
みなさんびっくり！
！
大林組JV

重機記念撮影
「 重機記念撮影 」では、参加した子どもたちがダム工事現場のス
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見て知ろう！
安威川ダムふしぎ発見

間伐材でおもてなし／
木組みのブース展示
大阪府立大学工業高等専門学校の学生と一緒に「間伐材でおもてなし」
を実施。

タッフと同じユニフォームとヘルメットを着用し、
ダム工事現場で使

資料館横の展望スペースからダム建設現場を

用される「バックホウ」
という油圧ショベルカーの操縦席に座った

眺めながら、工事の進捗状況についてのレク

家具づくりのワークショップを行い、会場にテーブルや椅子、木組みのブースを設営し

り、重機の前で集合写真を撮影するなどして楽しみました。運転席

チャーを行いました。完成イメージと実際の現

ました。みんなでつくった家具によって、
たくさんの方々が食事やお話を楽しんでいた
だける
「交流の場」
を提供することができました。

に乗ってみたい！という子どもたちの行列ができるほどの大人気プ

場風景を見比べて、
ダムの特性を知っていた

ログラムとなりました。

だき、記念にダムカードを配布しました。

大林組JV

大阪府安威川ダム建設事務所、
追手門学院大学 Candle Night 2016

森林ボランティアの協力のもと、間伐材の運び出しから、製材、専門家の指導による

茨木芸術中心、
オプスデザイン、茨木ふるさとの森林（もり）
つくり隊、
大阪府立大学工業高等専門学校、家具町工房
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フェスふりかえりコメント

たくさんの学生にサポートしていただきました。

地元の方々との協働によって実現できたフェスティバル。

おおいわ

大岩地区

生保地区

自治会長

自治会長

自治会長

きたうら はるお

茨木市

追手門学院大学

茨木市

RISE・体育会自転車競技部

キャンドルナイト

子どもたちへの交通安全の啓発と、自転車

追大キャンドルナイトのPRと地域活性化に

学生団体びおぷろ

茨木市

茨木市の豊かな自然環境、文化資産を楽しく

お お にし み のる

なか の

さちお

北浦春雄さん

大西 稔さん

中野幸男さん

フェスの認知度が高まってきているように

ダム工事現場ツアーは、
まさに生きた社会

地 元で取れた米と野 菜の販 売で参 加し

感じました。やはり継続させるということは、

見学。次回には、
さらに景観も変化してい

ました。年配の方々が「やってみよう」
と声

とても大 切ですね。みんなが関 心を持っ

ますから、楽しみにされる方も多いでしょう。

を上げてくれて、みんなが同じ目標に向っ

て、自分たちも地域づくりに参加したいと

これから、
ダムの完成に向けて、期待値や

て達成することができました。大変だった

いう意識が根付いてくると、
もっと大きな動

話題性が高まってくると思います。
フェスが

けど、楽しい体験をさせていただきました。

競技部の活動を知ってもらいたいという目的

つながると考え参 加しました。フェスを通じ

で「サイクリストミーティング」に参加しました。

て、茨木市が「とても良いまちだ」
ということ

「安威川立体自然図鑑」
を運営しました。地元

きになると思います。今後は、地域が一体

山間部の人々を横につなげる
「場」
となり、

今 後は、他 の 地 区との 連 携を図ってい

フェスには、教育に熱心な来場者が多いとい

を実感できました。これからは、茨木市全体

の小学生が多かったので、
地域に根ざしたフェ

になって、持 続 可 能な仕 組みをつくって

一 緒に地 域を盛り上げていくことができ

きながら、地 域 全 体で提 案できる企 画を

う印象を受けました。今後も、行政との協働に

で連 携を深め、みんなで地 域を盛り上げて

スだということを感じました。今後も、市民に貢

参画をしていきたいと考えています。

いってほしいと思います。

献できる活動に携わっていきたいと思います。

いきたいと考えています。

ればいいですね。

進めていきたいと考えています。

知っていただこうという目的で「環境クイズ」

だいもんじ

関西国際大学

尼崎市

関西大学KUMC

高槻市

（アウトドアサークル）

大阪府立大学

寝屋川市

工業高等専門学校

くわのはら

あい

大門寺地区

桑原地区

安威地区

自治会長

自治会長

北部自治会
副会長

かわかみ よしつぐ
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しょうぼ

くるまつくり

車作地区

立命館大学

coment

あだち

よしはる

いぬい まさあき

川上要次さん

安達義春さん

乾 正明さん

大 門 寺 地 区では、大 門 寺 北 側の高 台を

夢中で楽しんでいる子どもたちの姿が印

フェスを通じて、地区同士のつながりが深

安威川ダム資料館やフェスの会場として

象的でした。親子が一緒に遊んだり、学ぶ

まったのではないでしょうか。各地区の活

利用していただいています。フェスには参

ことができるフェスとして認知されているの

動についての情報交換や、今後の展望な

だと思います。この機運をしっかりと活かし

どを共有できる機会になってきていると思

て、地域の恒例行事として定着していくこ

います。今後も、地域全体が盛り上がって

地元のお米や野菜の販売などのサポートを

安威川ダムについて詳しく知りたかったので

「間伐材でおもてなし」のテーブル・椅子づく

加できませんでしたが、
これまでにも、多く

させていただきました。想像していた以上に

参加しました。フェスでは、環境をテーマにし

りに参加しました。環境保護について考える

の人で賑わったと聞いています。安威川

来場者が多かったので驚きました。子どもた

たプログラムが多く、ダムを通じて地域と自

きっかけが見つけられる素 敵な場 所だと感

ダムが将来の世代にとって愛され、憩い

とができればいいですね。そうなることで、

いけるフェスとして継続できるようなアイデ

ちや地元の方々と交流が生まれ、楽しく参加

然環境をつなげていく可能性を感じました。

じました。みんなでつくった家具を、来場者の

することができました。これからも、積極的に

次回には、関西大学でもブース出展をしてみ

方々が使ってる姿を見ることができ、
ものづく

の場となることを願っています。

さらに若い世代の人たちの関心も高まっ

アや企画を提案していきたいと思います。

地域活動への貢献をしていきたいと思います。

たいと考えています。

りの楽しさを実感できました。

てくると思います。
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安威川ダムファンづくり会 メンバーインタビュー

市街地と山間部が一緒になって、
スケールの大きな地域づくりを目指したい。

安威川で川遊びをしていた頃のように、
魚と対話する楽しさを体感してほしい。

フェスでの経験を一過性に終わらせず、
継続的な地域づくりに役立てていく。

安威川ダムは市街地に近い。完成すると集客もあるだろうし、話題性も高

茨 木 市は、都 会でありながら農 地に近く、私自身の 活 動テーマである

「アマゴのつかみ捕り＆塩焼き販売」は、今年で三回目。人気プログラムと

「ダム工事現場体験ツアー」は、今年も希望者が多く、人気プログラムで

いでしょう。その際に、山間部に位置する見山の郷と、
どのような連携を

「 食育」にとって、絶好の環境だと考えています。人の味覚は9歳で完成し

して定着していると思います。子どもたちが楽しんでくれているのは勿論で

あると実感しています。それだけダムの進捗状況に関心が高いということ

てしまうといいます。幼い時 期に食べることへの興味を持たせることが、

すが、親御さんが、
「昔は、安威川に入って魚を掴んだ」
とか「どのあたりに

ですね。今後は、回を重ねるごとに現場の景観も変わっていきますから、楽

てきている現状で、次の世代が「地元で採れる新鮮で美味しい農産物」
を

とても大切なんです。食材がどこで作られるのかを知ったり、親子が一緒に

魚がいるんですか？」
と声をかけてくれることが多くなりました。フェスをきっ

しみにされる方も多くなっていくと思います。ダム建設はハード面ですが、
さ

知り、茨木の資産価値として捉えていただきたいと考えて参加しています。

料理をしたり、みんなで食事を楽しんだり。
「踊るペットボトルピザ」
も、
その

かけに、安威川への関心が高まってきてるのではないでしょうか。今後は、

らに大切なのはソフト面。ダム完成後には、周辺の利活用や環境、教育、

フェスを通じて、たくさんの人たちがつながり、一緒に知恵を出し合って、

一環です。茨木を豊かな地域にしていくために「食」は重要なファクター。

周辺整備の進捗と連動し、大自然の中でおもいっきり川遊びができるよ

文化など、
さまざまな課題が想定されます。フェスでの経験を一過性に終わ

スケールの大きな地域づくりが実現できればいいですね。

それを見据えて、今後も活動を続けていきたいと思います。

うな環境づくりにアイデアを提供していきたいですね。

らせず、継続的な地域づくりに役立てていきたいと考えています。

de愛・ほっこり
見山の郷 店長

大阪府立
茨木高等学校

安威川上流漁業協同組合
代表理事組合長

安威川ダムJV
地域づくり事務局

図っていけるのかを模索していきたいと思います。農業を営む人たちも減っ

つじ

れ いじろう

教論

いりまじり きょうこ

辻 禮次郎さん

入交 享子さん

楽しいことも危険なことも伝えることが、
安威川流域の魅力創造につながっていく。

北部を支える人を増やすために、
協働の体制を築いていきたい。

すみの

かずお

とうごう

角野 一雄さん

しげ る

東郷 茂さん

「ものづくり」
を通じて交流が生まれ、
コミュニティ創出へとつながっていく。

みんなが一体となることで、
ネットワークを活かした展開ができる。

河 川レンジャーの主なミッションは、川の魅力を流 域 住民に伝えていく

「ほくちの会」は、茨木市北部の15地区で構成されています。結成して一

間伐材を活用したテーブル、椅子、展示ブースの制作にあたり、森林ボラ

「安威川ダムカレー」
を当レストランで提供していることから、
フェスの協賛

こと。当然、治水や防災も重要な課題です。今回のフェスで行った「ミニ防

年目ということで、駆けだしの組織ですが、
フェスに参加することで、みんな

ンティアの方々とともに、木材の運び出しや製材、
ワークショップによる家

をしました。フェスを通じて実感したのは、単なるお祭りではなく、参加者の

災講座 」
「ドローン映像の鑑賞 」
もその一環。川の危険性を理解した上

が意見を出し合い、試行錯誤するプロセスを通じて、
コミュニケーションを

具づくり、会場設営までのプロセスを学生たちに体験させることができまし

みなさんが、日頃から行っている活 動をつなげていこうという意識が高い

で、楽しさを実感してもらいたいと考えています。
『自然に学ぶ』
プログラム

深めることができたと実感しています。私たちの活動テーマは「北部を支え

た。自然環境や地域課題を地元の人たちと共有し、交流する機会につな

こと。私たちの施設でも、
ダム工事見学とダムカレーの連動、地元農家の

では、毎回、子どもたちが驚いたり、笑顔になって遊んでくれます。この体験

る人を増やしていく」
ということ。フェスの参加者は、
目的意識が高く、前向

がったと思います。イメージだけで完結するのではなく、身体を働かせて取

方々に協力していただいての田植え体験、
ホタルの見学ツアーなどを企画

を次世代に、
しっかりとつないでいき、安威川流域の自然環境が持続可能

きな方々が多いと感じました。この出会いの機会を活かし、
さらに協働の体

り組んでいく姿勢が大切。今後も、学生と一緒に「ものづくり」によるコミュ

中です。それぞれの強みを活かしたネットワークを築き、点と点からダイナ

な「茨木の宝」
となるよう貢献していきたいと思います。

制を強固にしていきたいと考えています。

ニティ創出の可能性を追求し、実践していきたいと考えています。

ミックな面をつくっていくためのサポートができればいいなと思います。

淀川管内
河川レンジャー

茨木ほくちの会

大阪府立大学
工業高等専門学校

茨木市
忍頂寺スポーツ公園

いしやま

ふ みえ

石山 郁慧さん
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「 食 」の大切さを知ることが、
豊かな地域づくりへの第一歩となる。

inter view

なか い

ゆうき

中井 優紀さん

あじさか

しげ ゆき

鯵坂 誠之さん

教論

たかしま

店長

ひ ろみ

高島 傳實さん

18

フェスの「おもてなし」
レポート

会場に設営されたテーブルと椅子は、

みんなが育てた農産物と

茨木の森林保全を目的に

美味しい料理を揃えて、

間伐材を活用して制作しました。

茨木の「食」でおもてなしをしました。

茨木市北部の里山周辺地域に広がる美しく豊かな森は、近年、林業を営む

安威川フェスティバルでは、地元農家の方々が育てられた新鮮な米や野菜

人々の減少によって、間伐をはじめとする「森林の手入れ」が十分に行き

をはじめ、農産物や魚、加工食品、アイデアの詰まった楽しくて美味しい

届いてない状況です。安威川ダムファンづくり会では「間伐材活用による

料理などを多彩に揃えて、来場者の方々へのおもてなしをしました。安威

森林保全プロジェクト」を発足しました。日々、森を守るための活動を続け

川ダムファンづくり会のミッションでもある「市街地と山間部をつなぐ」た

ておられる森林ボランティアの方々の協力のもと、間伐材を活用したものづ

めの機会づくりを果たすことができたと実感しています。今後も、フェスに

くりを実践し、多くの人たちをつないでいくことで、森を守るための「持続可

とどまらず、茨木の「食」を市内外に幅広く伝え、オリジナリティ溢れる

repor t

「食文化の創造」をサポートしていきたいと考えています。

能なしくみづくり」を目指しています。

間伐材活用による森林保全プロジェクト
森林を保全するための

間 伐・運 搬

丸太から板材にする

製 材 加 工

森林ボランティアへの

サポート体制

間伐材を活用するための

家 具 づ くり

間伐材によるモノづくりの

普 及 活 動

安威川フェスティバル 2 0 1 6 では、大阪府立大学工業高等専門学校の
学生と一緒に「間伐材でおもてなし」というプログラムを実施。森林
ボランティアの協力のもと、間伐材の運び出し、製材、専門家の指導
による家具づくりのワークショップを行い、フェスに来場される方々を
間伐材のテーブルと椅子でおもてなしをしました。
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data & voice

約

来場者数

安威川フェスティバル

1300

来場者アンケート・集計

名

無記入

名

関係者協力

どなたと来られましたか？
その他

300 48

約

どこから来られましたか？

無記入

茨木市内

茨木市外

9%
家族と

45

茨木市内

一人で

75%

60代以上

茨木市外

50代

23%

10%

10代
以下

20代

30代
40代

無記入…2％

その他…4％

件

年齢分布

家族と

友だちと

友達と

プログラム数

無記入

69%
一人で

団体

10代
以下

12 %

20代

2%

30代

24 %

40代

26 %

50代

9%

60代
以上

25 %

無記入…１％

男女比

参加回数
3回目

男性
無記入
男性
女性

37%

無記入

43%
無記入…21％

はじめて

76%

2回目

女性

何でお知りになりましか？
サンケイリビング
SNS
インターネット

その他

茨木市広報

２回目
はじめて

16%
3回目

6%

無記入

大阪府政だより

チラシ

チラシ

51%

SNS

市広報

25%

サンケイリビング

ネット

10%

その他

大阪府政だより

無記入…2％

7%

1%
1%

4%

学校からの配布物
職場で／家族から
知人から／回覧板 など

無記入…1％

Q. 今後、豊かな自然が残る茨木市の北部エリアにおいて、どういった機能があれば行ってみたい、利用してみたいと思いますか？
地元の食材を使った料理を食べられる
自然の中のカフェでのんびりとくつろぐことができる
田植えや稲刈り、
野菜づくりなどの農業体験ができる
いも掘りなどの収穫体験ができる

25%（48）
27%（51）
20%（38）
17%（32）

地元の農産品や加工品を購入できる

15%（29）

山菜採り等をしながら自然観察ができる

15%（29）

炭焼きや木工工作などの体験ができる

17%（33）

隠れキリシタンの歴史・文化に触れられる
美しい景色に加え休憩ポイントが充実する
ルートでサイクリングができる

7% （14）
11%（21）

サインやマップが整備された自然歩道で
ハイキングやトレッキングができる
観光案内所のような拠点施設で、
最新の情報を収集することができる
その他

19%（36）
6%（11）
1%（2）

Q. 今後、このイベントで実施してほしいプログラムはありますか？
子ども向けの体験イベントを増やしてほしい／ダム工事現場ツアーをもっと多くしてほしい／安威川の自然をもっとPRしてほしい／昆虫をつかまえるイベント
地産野菜販売の充実／芋ほりツアー
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安威川フェスティバル 2016のコンセプトは

いっしょに創ろう！みんなの安威川
市街地と山間部、地元の方々など、
たくさんの人の想いがつながって実現したフェスティバル。
さらに交流を深め、創造的な地域づくりを目指していきたい。

AIGAWA FES 2016
主催：安威川ダムファンづくり会（茨木市観光協会、大林組・前田建設工業・奥村組・日本国土開発特定ＪＶ、オプスデザイン、安威川上流漁業協同組合、
茨木市環境教育ボランティア、
ＮＰＯ法人 nature works、淀川管内河川レンジャー、茨木芸術中心、大阪府立茨木高等学校、
ＮＰＯ法人cobon、bioa、
大阪産業大学、大阪府立江之子島文化芸術創造センター、いばらぼ北部応援隊、千提寺 farm.、大阪府、茨木市）
協力：安威川ダム周辺地元自治会（車作、大岩、生保、大門寺、桑原、安威）
、里山サポートネット・茨木、和亀保護の会、いばらき元気隊、茨木宙いもプロジェクト、
茨木市サッカー連盟、茨木ほくちの会、cafe百花moka、追手門学院大学Candle Night 2016、大阪府立大学工業高等専門学校、学生団体びおぷろ、家具町工房、
季 刊 誌サイクル、立命 館 大 学 RISE・体 育 会自転 車競 技 部、KURASHI cycle、
ＮＰＯ法 人 素 材 探 検 隊、
ＮＰＯ法 人ＰＴＡサポーターズ、cafeらん、雁 飯 店、
cocoro*、プレシューズアンドロワ、Mariana CAFE、LAWSON 下穂積二丁目店
後援：茨木市教育委員会、公益社団法人 土木学会関西支部
協賛：cafeらん、雁飯店、竜王山荘、cocoro*、農事組合法人 見山の郷、LAWSON
お問い合せ

大阪府 安威川ダム建設事務所
〒567-0813 茨木市大住町 8-11（茨木保健所４階）
TEL : 072（626）6083

FAX : 072（623）5963

メール：aigawa-dam-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
ホームページ：http://www.pref.osaka.lg.jp/aigawa/

