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①淀川・桂川・宇治川・
木津川の自然環境

河川環境の保全と再生の取り組み

②淀川・桂川・宇治川・
木津川の特性と治水

淀川や流域の特性
自然災害に対する取り組み

④いい川づくりの最前線
水辺活動や川づくりの魅力

淀川探訪 ( 大阪会場 )

三川合流部探訪 ( 京都会場 )

※内容・時間は変更になる場合があります。

9：00 ～ 16：30

河川レンジャーって？
淀川管内河川レンジャーは、淀川流域の住民の
みなさまにさまざまな川と接する機会を提供し、
住民と行政が一体となったいい川づくりを
目指しています。現在 20名以上の河川レンジャーが
流域で活躍しています。
一緒に淀川流域の魅力を伝え、いい川にしましょう！まし

淀川管内河川レンジャー 検索

河川レンジャーって？

河川レンジャーの活動の様子（十三干潟）

詳細は
HP
詳細は
HP へ！へ！

０７５-６１１-２２４６
０７５-６１１-２２７１
jyouryuu-kasen

＠nifty.com

２つの会場で開催します。

※京都会場のお問合せ

河川レンジャー事務局河川レンジャー事務局
上流域流域センター上流域流域センター
TEL
FAX
MAIL

大阪会場：６月 3日（土）

京都会場：６月 4日（日）淀川河川公園背割堤地区
〒614-8307　
京都府八幡市八幡在応寺先

60

さくらであい館

０７２-８６１-６８０１
０７２-８４１-５６６３
cyuuou-kasen＠nifty.com

※大阪会場のお問合せ

河川レンジャー事務局河川レンジャー事務局
中央流域センター中央流域センター
TEL
FAX
MAIL

6 0

いましろ大王の杜
高槻市立今城塚古代歴史館
〒569-1136
大阪府高槻市郡家新町48番8号

訪
探
川
淀
③

プログラム

主催：淀川管内河川レンジャー実行委員会・国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所

河川

レンジャーを

目指そう！

桂川・宇治川
木津川・淀川の
歴史を知ろう！

※大阪会場、京都会場を組み合わせて受講することができます。
※詳しくは受講申込書をご覧下さい。

http://www.river-ranger.jp/

淀川発見講座２０17
募集期間 : 平成29年3月1 3日 (月 )～平成2 9年5月2 6日 (金 )必着 

受講
無料

これからの

淀川流域を

考えよう！

京阪電車
八幡市駅
徒歩約7分

大阪
京都

10：30 ～ 17：30

共催：高槻市立今城塚古代歴史館

JR摂津富田駅
または
阪急富田駅
下車約25分

市営バス
南平台経由
奈左原行き

「今城塚古墳前」
徒歩すぐ



　　　お申込先 ： 淀川管内河川レンジャー事務局 （〒５７３－００５６　枚方市桜町３－３２） 
電話 ： ０７２－８６１－６８０１　FAX ： ０７２－８４１－５６６３　メール ： cyuuou-kasen@nifty.com 

淀川発見講座を修了された方を対象に、つづいて「レンジャー養成講座」を開催します（受講無料、定員 30 名）。

レンジャー養成講座を修了され、希望される方は、日本で唯一の川の体験活動資格である、

「川の初級指導者」（ＮＰＯ法人川に学ぶ体験活動協議会 (ＲＡＣ) 認定）の資格を取得することができます。

１日目 ３日目
⽇時：
時間：
場所：

２日目
⽇時：平成29年7⽉8⽇(⼟)
時間：10:00 〜 17:30
場所：淀川河川公園背割堤地区

さくらであい館

⽇時：平成29年7⽉15⽇(⼟)
時間：9:30 〜 17:30
場所：中央流域センター

淀川管内河川レンジャーを目指す方は 淀川発見講座・レンジャー養成講座 を修了後、 プレゼンテーション を行っていただきます。

その後、選考を通過されますと淀川管内河川レンジャーに任命され、平成 30年度より河川レンジャーとして活動していただきます！

桂川・宇治川・木津川・淀川流域に在住又は通勤している平成 29 年 4 月 1 日時点で満 18 歳以上の方

下記受講申込書にご記入の上、郵送・FAX・メールのいずれかにて「淀川管内河川レンジャー事務局」宛に
お申込ください。インターネットをご利用の方は、淀川管内河川レンジャーのホームページ上から

（http://www.river-ranger.jp/）お申込いただけます。

お申込を頂いた方全員に、郵送にて結果をお知らせいたします。

※黒インクまたはボールペンを使って、楷書ではっきりと記入してください。郵送または FAX にて、下記宛先へ送信下さい。

※ご記入いただいた個人情報は、「淀川発見講座」「レンジャー養成講座」の運営以外の目的には使用いたしません。

淀川発見講座 
レンジャー養成講座
　　　（３日間）

プレゼンテーション
　　 ( 志望者）

選考を通過すると
河川レンジャーに！

受講対象者

申込み方法

結果の通知

男性 ・ 女性 
歳 

（平成 29 年４月１日現在）

希望する　 ・ 　希望しない

（ふりがな） 

－ －

氏　名 

住　所

ご連絡先

E メール

ご職業
（○で囲む）

年齢 性別 
（○で囲む） 

「レンジャー養成講座」 の
受講も希望されますか？

希望会場

大阪会場　 ・ 　京都会場
（6 月3日） （6 月4日）

実技

(       キ リ ト リ 線 )

実技

※講座の時間や内容は、変更になる場合があります。 

（大阪会場） （京都会場） 

約１ヶ月後 （土） （土） 
（日） （日） 

（土） （土） 
（土） （土） 

（土） （土） 
約１ヶ月後 約１ヶ月後 約１ヶ月後 約１ヶ月後 

募集要項 受付期間：平成２9年3月13日（月）～ 平成２9年５月26日（金）必着

つづいてレンジャー養成講座を受講しませんか？

さらに河川レンジャーを目指す方は、プレゼンテーション審査へお進み下さい！

平成29年6⽉24⽇(⼟)
10:00 〜 17:00
京都⼤学防災研究所
流域災害研究センター

●河川レンジャーへの理解①
●河川利用のマナー
●淀川の水と生活
●水害と水防

●淀川の自然
●水辺の安全

●川活動のノウハウ
●河川レンジャーへの
　　　　　　　理解②
●これからの淀川

河川レンジャーの

基礎知識を学び、

防災の実技体験も行います。

水生生物や魚類・水質の調査

体験や河川環境の現状について、

木津川で学習します。

また、水辺活動の安全対策を

講義と実習で習います。

水辺の活動計画をグループワークで

立案し、プレゼンテーションする

技術を習います。今後の淀川で

計画されている河川整備について学習します。

プレゼンテーション・
ワークショップ実習

「川の初級指導者」

資格が取得できます
「川の初級指導者」

資格が取得できます日本
唯一

( 枚⽅市 )

会社員　 ・ 　自営業　 ・ 　公務員

学生　　  ・ 　その他 （ ）

※日中連絡のつくご連絡先番号をお願いします。

河川に関する一定の 専門知識 ・ 行政経験 ・ 活動経験 をお持ちの方は、淀川発見講座の一部の科目を受講すれば、

レンジャー養成講座を受講でき河川レンジャーを目指していただけます。詳しくは、事務局にお問い合わせ下さい。

〒 -

◆大阪会場・京都会場を組み合わせて受講の場合

・ 大阪会場で (①・②・③・④) を受講
・ 京都会場で (①・②・③・④) を受講

※表面プログラムの番号を○で囲んでください。

（○で囲む）

川や市民活動の
プロフェッショナル

お待ちしています！

川や市民活動の
プロフェッショナル

お待ちしています！

専門知識 ・ 行政経験 ・ 活動経験
河川に関する知識、
経験をお持ちですか？

（○で囲む）

◆１日で受講の場合

淀川発見講座 2017 受講申込書

6/36/3 6/46/4 6/246/24
7/87/8 7/157/156/36/3 6/46/4 6/246/24
7/87/8 7/157/15
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