
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪湾 Years2012-2013 は、フォーラム・ワークショッ

プ・勉強会等のさまざまな活動を通じて、大阪湾の環境につい

て皆さんに知っていただくとともに、これまでの大阪湾や今後

どんな大阪湾になっていくべきか、等についての意見もいただ

けるイベントを連携して実施します。イベン 

トカレンダーを作成しましたのでチラシ裏面 

をご覧ください。 

楽しい子供向けのイベントもあります。是非お越しください。 

２・３月版 



 
 
 
 
 
 
 
 

※下記にアクセスしていただくと、ＵＲＬで詳しい情報を取得していただく予定をしておりますが、現在、イベント情報のＵＲＬが記

載されていないもの大半です。主催側のホームページに掲載され次第、随時、本チラシ及び大阪湾再生推進会議ホームページを更新

し、ＵＲＬを掲載します。あらかじめ、ご了承ください。 

※イベント情報は、大阪湾再生推進会議のホームページでもご覧いただけます。大阪湾再生推進会議と入力していただくと、（大阪湾再

生推進協議会と表示されています）ホームページのトップページが出てきますので、大阪湾 Years2012-2013 のイベントカレン

ダーをクリックして下さい。http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/suishin/index3000.html 

大阪湾再生推進会議 

Ｎｏ 月 日
イベント名

（一部仮称）
場所 種類

規模
（参加人数）

概要 ＵＲＬ

1
7
～
3

大和川クリーンキャンペーン 大和川流域 年間計画

絵画コンクール
約2,500名

水生生物調査
約700名

子どもたちがいきいきと水しぶきをあげて遊び、泳げる川をめざして大和川の環境を考え
たり、体験したり、学んだりできるいろいろな機会を計画

絵画コンクール
http://www.kkr.mlit.go.jp/ya
mato/

2
11

2

2
～
28

特別展「鮫のフカいい話」
第二部「もっと教えよう！！
鮫の世界」

神戸市立須磨海浜水族園 連携企画展

サメの祖先が初めてこの地球上に出現したのは、約4億年前。その時点では、すでに現在
のサメの基本形は出来上がっていたと考えられています。太古の昔より、今に至る長き時
間の中でほとんど姿を変えることなく、存在し続けてきた鮫。現在の海でも生態系の頂点
に君臨する種族に、これまでにない角度からスポットを当てる特別展を開催します。軟骨
魚類の秘密や意外な事実、生体、画像、標本などで約100種の日本産のサメ類を展示しま
す。
二部構成の本特展では、第一部で大迫力の3 D映像「Sharks シャークス」を上映し、リ
アルなサメの世界をご紹介します。第二部ではサメの生理、繁殖など多様に進化した種族
の世界を余りなくご紹介します。
また期間中にサメの研究者である東海大学の田中彰専任教授をお招きし、サメをテーマに
したサイエンスカフェも併せて開催します。
 

http://www.sumasui.jp/eve
nt/2013/10/post-
202.html

3
12

３

1
～
2

となりの大阪湾 きしわだ自然資料館 連携企画展

大阪湾の環境再生を目指して設けられた「大阪湾再生行動計画」が2013年度に最終年度
(10年目)を迎えるにあたり、「大阪湾Years」として、多様な主体の連携を強化し、大阪
湾再生に向けた取り組みを行っています。
大阪湾Years連携企画展は、大阪湾を囲む博物館・水族館7施設がこの趣旨に賛同し、互
いに連携して大阪湾に関連した企画展を開催するものです。

http://www.city.kishiwada.o
saka.jp/site/shizenshi/tonar
inooosakawan.html

4 2
1

(予定)
猪名川クリーン作戦 猪名川流域 清掃活動 約1,000名

猪名川流域で活動する団体、住民の方々と行政が一体となって取り組み、河川美化や愛護
の意識を高めていただくとともに、猪名川流域の水質改善を図る。

今後掲載予定

5 2
1
～
28

大和川水質改善強化月間 大和川流域 取組運動
流域人口

約215万人

「残さない」「ふき取る」「流さない」を合い言葉に、各家庭で生活排水の汚れを減らす
取り組みへの参加を、ＮＰＯや民間企業と連携を行いチラシ配布などにより広く呼びかけ
を行う。

今後掲載予定

6 3 1 大和川一斉清掃 大和川流域各地 清掃活動 県内10,000名 地域住民、国、大阪府、奈良県、流域市町村が連携し、河川の清掃活動を実施します。
http://www.pref.nara.jp/dd.
aspx?menuid=14678

7 3 1

一般社団法人　生態系工学研
究会（RACES）シンポジウ
ム
「生態系サービスから見た大
阪湾の地域資源」
（大阪湾Years2012-
2013ファイナルイベント）

大阪市立自然史博物館 シンポジウム

2014年3月1日（土）～2014年3月3日（月）の３日間、市民・NPO、学識者、企業や
行政機関など多様な主体が連携・協働し、共通テーマ「つながる・つなげる再生の輪」に
基づき、「大阪湾再生」の10年間の取り組み総括を行うと共に、その有るべき姿について
議論し、発信するイベント「大阪湾Years2012-2013ファイナルイベントを開催しま
す。
第１日目午前の部とし、一般社団法人　生態系工学研究会（RACES）によるシンポジウ
ム「生態系サービスから見た大阪湾の地域資源」を開催し、研究者を中心に議論、発信を
行います。

http://cifer-
core.jp/data/140301symp
osium_guide.pdf

8 3 1

大阪湾環境再生研究・国際人
材育成コンソーシアム
（CIFER）シンポジウム
「大阪湾再生に向けた産学官
民アライアンスの試み」
（大阪湾Years2012-
2013ファイナルイベント）

大阪市立自然史博物館 シンポジウム

2014年3月1日（土）～2014年3月3日（月）の３日間、市民・NPO、学識者、企業や
行政機関など多様な主体が連携・協働し、共通テーマ「つながる・つなげる再生の輪」に
基づき、「大阪湾再生」の10年間の取り組み総括を行うと共に、その有るべき姿について
議論し、発信するイベント「大阪湾Years2012-2013ファイナルイベントを開催しま
す。
第１日目午後の部とし、大阪湾環境再生研究・国際人材育成コンソーシアム（CIFER）に
よるシンポジウム「大阪湾再生に向けた産学官民アライアンスの試み」を開催し、研究
者、産業界を中心に議論・発信を行います。

http://cifer-
core.jp/data/140301symp
osium_guide.pdf

9 3 2

「第10回ほっといたらあか
んやん！大阪湾フォーラム」
みんなで考えまひょ”どない
すんねん！大阪湾”
（大阪湾Years2012-
2013ファイナルイベント）

大阪市立自然史博物館 フォーラム

2014年3月1日（土）～2014年3月3日（月）の３日間、市民・NPO、学識者、企業や
行政機関など多様な主体が連携・協働し、共通テーマ「つながる・つなげる再生の輪」に
基づき、「大阪湾再生」の10年間の取り組み総括を行うと共に、その有るべき姿について
議論し、発信するイベント「大阪湾Years2012-2013ファイナルイベントを開催しま
す。
第２日目は、NPO大阪湾見守りネット等主催の「第10回ほっとたらあかんやん！大阪湾
フォーラム」を開催、大人から子供までのリレートーク「海の再生ほっとかへんトー
ク」、ポスターセッション、講演など盛りだくさんのメニューで開催します。
また、「大阪湾ＮＥＸＴ～どないすんねん！大阪湾」では、フリートークによるディス
カッションで総括を行います。

http://www.osaka-
mimamori.net/info/

10 3 3

第8回海の再生全国会議　み
んなで支える海の再生～つな
がる・つなげる再生の輪～
（大阪湾Years2012-
2013ファイナルイベント）

海遊館ホール 全国会議
先着

200名

2014年3月1日（土）～2014年3月3日（月）の３日間、市民・NPO、学識者、企業や
行政機関など多様な主体が連携・協働し、共通テーマ「つながる・つなげる再生の輪」に
基づき、「大阪湾再生」の10年間の取り組み総括を行うと共に、その有るべき姿について
議論し、発信するイベント「大阪湾Years2012-2013ファイナルイベントを開催しま
す。
第3日目は、国土交通省港湾局　国土交通省近畿地方整備局主催の「海の再生全国会議～
つながる・つなげる再生の輪～」を開催、地域・世代を超えた～つながる・つなげる再生
の輪～を目指します。
また、午前は、エクスカーションを開催し、「大阪湾再生」の現場見学を行います。

11 3
２

(予定)

大和川・石川クリーン作戦
（大阪府域）
大和川一斉清掃（奈良県域）

大和川流域 清掃活動

大阪府域
約18,000名

奈良県域
約7,000名

流域住民の方々と行政が一体となって取り組むことで、河川美化や愛護の意識を高めてい
ただくとともに、大和川流域の水質改善を図る。

今後掲載予定

12 3 6
地曳網によるアマモ場の生物
調査

姫路市白浜海岸 生物調査

地曳網によるアマモ場の生物調査を行います（12:30～13:30）
午前中には、白浜小学校、那波小学、相生小学校との交流会とアマモ苗移植会を併せて開
催予定です。
地曳網は約180名の子供達で曳く予定です。

13 3 8
みんなでワカメを育てよう
2013

せんなん里海公園 イベント
申込締切

平成25年12月8日
定員になり次第終了

今年もワカメの季節がやってまいりました！！
昨年に引き続き、今年も下記の通りワカメのイベントを開催したいと思います。
昨年は120kgのワカメが採取できましたが、はたして今年はどれくらいになるか！
もちろん、今年も収穫したワカメはお持ち帰りいただけます。
3月8日は、「収穫祭」を予定しています。

http://blogs.yahoo.co.jp/osa
ka_bay_can

14 3 16
地曳網によるアマモ場の生物
調査

姫路市白浜海岸 生物調査
地曳網によるアマモ場の生物調査を行います（13:00～15:00）
4月1日から潮干狩りに向けた、白浜海水浴場応援フェスタと併せて開催予定です。

15 3 17
【なぎさ海道ウォーク】浜風
とアーモンドの香りを感じる
西宮爽快ウオーク！

六湛寺公園(阪神本線西宮
駅)

ウォーク
制限なし

事前申込不要
人と海とが触れ合う「なぎさ海道」（大阪湾、播磨灘、紀伊水道をめぐる海辺のエリア）
の名所を巡り、大阪湾の魅力を発見、体感できるウォークイベント。

http://www.o-bay.or.jp

16 3 21
地曳網によるアマモ場の生物
調査

赤穂市唐船海岸 生物調査
地曳網によるアマモ場の生物調査を行います（13:00～15:00）
赤穂海浜公園利用者と共に開催予定です。

17 3 30
地曳網によるアマモ場の生物
調査

明石市江井ヶ島海岸 生物調査
地曳網によるアマモ場の生物調査を行います（10:00～13:30）
午前中は、海岸清掃を実施予定。

18 3 頃
深日漁港隣接人工ミニ干潟へ
の砂の補給

深日漁港隣接人工ミニ干潟 見学会
制限なし

事前申込不要
サイファ主催の見学会です。
岬町小中学生と連携した取り組みになります。

「大阪湾Years2012－2013」　イベントカレンダー


