
水環境協働推進施策のイベント活動一覧（平成23年度）

平成23年11月3日 木曜日 「楽しい水辺教室」（住之江区・大和川河川敷）

平成23年9月11日 日曜日 大川の自然観察会、講演「大阪市の水環境について」

平成23年10月8日 土曜日 ECOフェスティバル（大阪城公園）

平成23年12月4日 日曜日 川辺小学校餅つき大会（平野区川辺小学校）

平成24年3月4日 日曜日 大和川・石川クリーン作戦（住吉区）

平成24年3月25日 日曜日 水路清掃行事（鶴見区）

平成23年8月31日 水曜日 「水環境協働推進会議」開催

平成24年2月7日 火曜日 西淀川区河川等環境保全会議出席

その他

楽しい水辺教室

水環境出前講座を実施したイベント



水環境協働推進施策のイベント活動一覧（平成24年度）

平成24年11月3日 土曜日 「楽しい水辺教室」（西淀川区・淀川河川敷）

平成24年11月10日 土曜日 「楽しい水辺教室」（平野区・大和川河川敷）

平成24年6月2日 土曜日 ECO縁日（鶴見緑地）

平成24年6月3日 日曜日 ECO縁日（鶴見緑地）

平成24年6月17日 日曜日 水路清掃行事（鶴見区）

平成24年8月1日 水曜日 すみよしエコフェスタ（住吉区）

平成24年8月25日 土曜日 あそんで学ぼう川の教室（住之江区大和川河川敷）

平成24年9月22日 日曜日 橋洗いブラッシュアップ大作戦2012～難波橋～（北区・中央区）

平成24年10月13日 土曜日 ECOフェスティバル（大阪城公園）

平成24年10月20日 土曜日 外来魚駆除釣り大会in淀川2012（淀川河川敷）

平成24年10月21日 日曜日 第9回城北川フェスティバル（城北川）

平成24年10月22日 月曜日 おもしろ大学エコ講座（住之江区）

平成24年10月27日 土曜日 大阪ふれあいの水辺イベント（都島区）

平成24年12月2日 日曜日 川辺小学校餅つき大会（平野区）

平成25年2月17日 日曜日 淀川お掃除大会（淀川河川敷）

平成25年3月31日 日曜日 第10回城北川フェスティバル（城北川）

平成25年3月31日 日曜日 水路清掃行事（鶴見区）

楽しい水辺教室

水環境出前講座を実施したイベント



水環境協働推進施策のイベント活動一覧（平成25年度）

平成25年6月8日 土曜日 「楽しい水辺教室」（東淀川区・淀川柴島干潟）

平成25年10月5日 土曜日 「楽しい水辺教室」（東淀川区・淀川柴島干潟）

平成25年10月12日 土曜日 「楽しい水辺教室」（平野区・大和川河川敷）

平成25年4月21日 日曜日 イオン植樹祭(西区)

平成25年5月12日 日曜日 外来魚駆除釣り大会（旭区）

平成25年5月18日 土曜日 大阪ふれあいの水辺イベント（大川河川敷）

平成25年6月1日 土曜日 ECO縁日（鶴見緑地）

平成25年6月2日 日曜日 ECO縁日（鶴見緑地）

平成25年6月26日 水曜日 サンリバー柏里商店街イベント（西淀川区）

平成25年8月2日 金曜日 市民セミナー｢夏だ！科学だ！実験だ！親子で楽しむ自由研究｣（北区）

平成25年8月5日 月曜日 市民セミナー｢夏だ！科学だ！実験だ！親子で楽しむ自由研究｣（北区）

平成25年8月3日 土曜日 なんばエコプロジェクト（浪速区）

平成25年8月15日 木曜日 すみよしエコフェスタ（住吉区）

平成25年9月4日 水曜日 伝法小学校水環境学習会（此花区）

平成25年9月15日 日曜日 城北ワンド群観察会（旭区）

平成25年10月6日 日曜日 大阪ふれあいの水辺イベント（都島区）

平成25年10月19日 土曜日 外来魚駆除釣り大会（旭区）

平成25年11月16日 土曜日 市民セミナー｢淀川・城北川の水質調査と生き物｣（旭区）

平成25年12月1日 日曜日 川辺小学校餅つき大会（平野区）

平成26年3月2日 日曜日 身近な水環境の水質調査講習会（東成区）

平成26年3月30日 日曜日 城北川フェスティバル（城東区）

楽しい水辺教室

水環境出前講座を実施したイベント



水環境協働推進施策のイベント活動一覧（平成26年度）

平成26年5月17日 土曜日 「楽しい水辺教室」（東淀川区・淀川柴島干潟）

平成26年10月4日 土曜日 「楽しい水辺教室」（東住吉区・大和川河川敷）

平成26年10月18日 土曜日 「楽しい水辺教室」（西淀川区・淀川河川敷）

平成26年10月31日 金曜日 「楽しい水辺教室」（平野区川辺小学校・大和川河川敷）

平成26年5月11日 日曜日 外来魚駆除釣り大会（旭区）

平成26年5月17日 土曜日 大阪ふれあいの水辺イベント（都島区）

平成26年6月18日 水曜日 関目東小学校水環境学習会（城東区）

平成26年7月4日 金曜日 水都大阪（北区）

平成26年7月17日 木曜日 東高校水環境学習（都島区）

平成26年7月23日 水曜日 下水道展ブース出展（住之江区）

平成26年7月24日 木曜日 下水道展水環境カフェ（住之江区）

平成26年7月26日 土曜日 なんばエコプロジェクト（浪速区）

平成26年8月13日 水曜日 すみよしエコフェスタ（住吉区）

平成26年8月20日 水曜日 市民ｾﾐﾅｰ｢夏だ！科学だ！実験だ！親子で楽しむ自由研究｣（北区）

平成26年8月24日 日曜日 近畿高校生水フォーラム（城東区）

平成26年10月19日 日曜日 城北川フェスティバル（城東区）

平成26年10月25日 土曜日 城北ワンドさかなーニバル（旭区）

平成26年11月3日 月曜日 大阪ふれあいの水辺イベント（都島区）

平成26年11月15日 土曜日 東成区自然ふれあいフェスタ（東成区）

平成26年12月7日 日曜日 川辺小学校餅つき大会（平野区）

平成27年2月22日 日曜日 淀川河川敷清掃（東淀川区）

楽しい水辺教室

水環境出前講座を実施したイベント



水環境協働推進施策のイベント活動一覧（平成27年度）

平成27年5月30日 土曜日 「楽しい水辺教室」（東淀川区淀川柴島干潟）

平成27年10月8日 木曜日 「楽しい水辺教室」（平野区長吉小学校・大和川河川敷）

平成27年10月9日 金曜日 「楽しい水辺教室」（平野区川辺小学校・大和川河川敷）

平成27年4月25日 土曜日 大阪ふれあいの水辺イベント（都島区）

平成27年5月10日 日曜日 外来魚駆除釣り大会（旭区）

平成27年5月14日 木曜日 出前講座（市民団体対象）

平成27年6月17日 水曜日 関目東小学校水環境学習会（城東区）

平成27年7月25日 土曜日 なんばエコプロジェクト（浪速区）

平成27年7月25日 土曜日 ひまわりめいろ（西成区）

平成27年7月26日 日曜日 ひまわりめいろ（西成区）

平成27年8月1日 土曜日 ひまわりめいろ（西成区）

平成27年8月5日 水曜日 市民セミナー（阿倍野市民学習センター）

平成27年8月6日 木曜日 市民セミナー（阿倍野市民学習センター）

平成27年8月14日 金曜日 すみよしエコフェスタ（住吉区）

平成27年8月23日 日曜日 下水道科学館

平成27年9月22日 火曜日 ECO縁日（鶴見緑地）

平成27年10月9日 金曜日 水都大阪（北区）

平成27年10月10日 土曜日 ECOフェスティバル（大阪城公園）

平成27年10月12日 月曜日・祝日 ふれあいの水辺（都島区）

平成27年10月31日 土曜日 東成区自然ふれあいフェスタ（東成区）

平成27年12月6日 日曜日 川辺小学校餅つき大会（平野区）

平成28年1月13日 水曜日 大成小学校水環境学習会（東成区）

平成28年3月27日 日曜日 城北川フェスティバル（城東区）

楽しい水辺教室

水環境出前講座を実施したイベント



水環境協働推進施策のイベント活動一覧（平成28年度）

平成28年5月21日 土曜日 「楽しい水辺教室」（東淀川区・淀川柴島干潟）

平成28年6月4日 土曜日 「楽しい水辺教室」（東淀川区・淀川柴島干潟）

平成28年9月16日 金曜日 「楽しい水辺教室」（平野区川辺小学校・大和川河川敷）

平成28年10月12日 水曜日 「楽しい水辺教室」（平野区長吉小学校・大和川河川敷）

平成28年5月29日 土曜日 大阪ふれあいの水辺イベント（都島区）

平成28年7月6日 水曜日 関目東小学校水環境学習会（城東区）

平成28年7月21日 木曜日 なにわこどもエコクラブ（東淀川区）

平成28年7月23日 土曜日 なんばエコプロジェクト（浪速区）

平成28年7月28日 木曜日 なにわこどもエコクラブ（住吉区）

平成28年8月4日 木曜日 市民セミナー（阿倍野市民学習センター）

平成28年8月5日 金曜日 市民セミナー（阿倍野市民学習センター）

平成28年8月11日 木曜日・祝日 ひまわりめいろ（西成区）

平成28年8月14日 日曜日 ひまわりめいろ（西成区）

平成28年9月11日 日曜日 城北川フェスティバル（城東区）

平成28年9月18日 日曜日 ECO縁日（鶴見緑地）

平成28年10月1日 土曜日 ガレージセール（大阪城公園）

平成28年10月22日 土曜日 大阪ふれあいの水辺イベント（都島区）

平成28年11月6日 日曜日 にしなりジャガピーパーク（西成区）

平成28年11月12日 土曜日 東成区自然ふれあいフェスタ（東成区）

平成28年12月4日 日曜日 餅つき大会（平野区）

楽しい水辺教室

水環境出前講座を実施したイベント



水環境協働推進施策のイベント活動一覧（平成29年度）

平成29年5月27日 土曜日 「楽しい水辺教室」（東淀川区・淀川柴島干潟）

平成29年8月19日 土曜日 「楽しい水辺教室」（住之江区・大和川河川敷）

平成29年9月5日 火曜日 「楽しい水辺教室」（平野区川辺小学校・大和川河川敷）

平成29年9月21日 木曜日 「楽しい水辺教室」（平野区長吉小学校・大和川河川敷）

平成29年5月20日 土曜日 Pleasure Park de Picnic @ Naniwa Park（浪速区）

平成29年5月24日 水曜日 平成29年度市内河川魚類生息調査見学会（大和川）

平成29年6月17日 土曜日 大阪ふれあいの水辺イベント（都島区）

平成29年7月22日 土曜日 なんばエコプロジェクト（浪速区）

平成29年8月16日 水曜日 市民セミナー（阿倍野市民学習センター）

平成29年8月17日 木曜日 市民セミナー（阿倍野市民学習センター）

平成29年8月24日 木曜日 にしなりジャガピーパーク（西成区）

平成29年8月29日 火曜日 御堂筋完成80周年記念事業にかかる川の学習会（道頓堀川）

平成29年9月23日 土曜日 親子ハゼ釣り大会（西淀川区）

平成29年10月14日 土曜日 ガレージセール（大阪城公園）

平成29年11月4日 土曜日 ECO縁日（鶴見緑地）

平成29年11月13日 月曜日 人と人をつなぐ花回廊（桃園公園）

平成29年11月19日 日曜日 東成区自然ふれあいフェスタ（東成区）

平成29年11月21日 火曜日 人と人をつなぐ花回廊（大阪城公園）

平成29年12月3日 日曜日 人と人をつなぐ花回廊（キューズモールBASE）

平成29年12月23日 土曜日 キャンドルナイトin城北川（城東区）

平成30年2月20日 火曜日 平成29年度市内河川魚類生息調査見学会（淀川）

楽しい水辺教室

水環境出前講座を実施したイベント



水環境協働推進施策のイベント活動一覧（平成30年度）

平成30年5月12日 土曜日 「楽しい水辺教室」（東淀川区・淀川柴島干潟）

平成30年8月18日 土曜日 「楽しい水辺教室」（住之江区・大和川河川敷）

平成30年8月30日 木曜日 「楽しい水辺教室」（平野区川辺小学校・大和川河川敷）

平成30年8月30日 木曜日 「楽しい水辺教室」（平野区長吉小学校・大和川河川敷）

平成30年5月26日 土曜日 Pleasure Park de Picnic @ Naniwa Park（浪速区）

平成30年5月26日 土曜日 大阪ふれあいの水辺イベント（都島区）

平成30年7月18日 水曜日 関目東小学校水環境学習会（城東区）

平成30年7月24日 火曜日 にしなりジャガピーパーク（西成区）

平成30年7月28日 土曜日 なんばエコプロジェクト（浪速区）

平成30年7月31日 火曜日 にしなりジャガピーパーク（西成区）

平成30年8月22日 水曜日 市民セミナー（阿倍野市民学習センター）

平成30年8月23日 木曜日 市民セミナー（阿倍野市民学習センター）

平成30年8月24日 金曜日 北区役所区民交流プラザ（北区）

平成30年9月22日 土曜日 親子ハゼ釣り大会（西淀川区）

平成30年10月7日 日曜日 港区民祭り（港区）

平成30年10月8日 月曜日・祝日 あべのカーニバル（阿倍野区）
平成30年10月9日～

19日
土曜日 天王寺区民ギャラリー展示　パネル展示（天王寺区）

平成30年10月13日 土曜日 ガレージセール（大阪城公園）

平成30年10月20日 土曜日 福島区民まつり（福島区）

平成30年10月21日 日曜日 東住吉区民フェスティバル（東住吉区）

平成30年10月21日 日曜日 大正区民まつり（大正区）

平成30年10月27日 土曜日 キャンドルナイトin城北川（城東区）

平成30年11月3日 土曜日 ECO縁日（鶴見緑地）

平成30年11月10日 土曜日 東成区自然ふれあいフェスタ（東成区）

平成30年11月13日 火曜日 人と人をつなぐ花回廊（桃園公園）

平成30年11月21日 水曜日 人と人をつなぐ花回廊（中大江公園）

楽しい水辺教室

水環境出前講座を実施したイベント


