


平成２１年度 CVV総会

と き ２０１０－０３－０４（木）１３時３０分～
第一部 未来都市大阪＜畿のくにへの期待＞

発刊記念シンポジュウム
第二部 アドバイスグループ／その他報告
第三部 懇親会

ところ 大阪市立大学文化交流センター
研修室（１）ホール
（ 大阪駅前第２ビル ６階 ）

アドバイスグループの活動報告



アドバイスグループの例会実績

アドバイスグループは、毎月第4火曜日１８：００から、大阪
市立大 学文化交流センター （大阪駅前第２ビル６Ｆ） の
『談話室』を、お借りして開催しました。
 ① ３月２４日（火） １８：００～１９：１０ ７ 名
 ② ４月２８日（火） １８：００～１９：３０ １０ 名
 ③ ５月２６日（火） 新型インフルエンザ流行で休会
 ④ ６月２３日（火） １８：００～１９：００ ８ 名
 ⑤ ７月２８日（火） １８：００～１９：３０ １０ 名
 ⑥ ８月２５日（火） １８：００～１９：３０ ７ 名
 ⑦ ９月２９日（火） １８：００～２０：００ ７ 名
 ⑧ １０月２７日（火） １８：００～１９：００ ８ 名
 ⑨ １１月２４日（火） １８：００～１９：３０ １０ 名
 ⑩ １２月２２日（火） １８：００～１９：３０ ９ 名
 ⑪ １月２６日（火） １８：００～１９：３０ ９ 名
 ⑫ ２月２３日（火） １８：００～２０：００ １１ 名



２００９
アドバイスグループの活動実績

 １ 市民見学会の開催

 ２ 体験学習の開催と支援

ー神戸市「土木の教室」の支援ー

 ３ 国際交流・協力

 ４ 土木関係の相談・トラブル解決策の

協力・支援



第１回 平成２１年４月２日
（木）１３：００～１６：００

『赤川鉄橋を渡ろう会』

～毛馬桜宮公園でお花見も～

 集合 １３：３０阪急上新庄

 解散 １６：００毛馬公園

参加者 １６名

 城東貨物線淀川橋梁
橋（通称赤川鉄橋）
は、複線の鉄道橋で
あるが、上流側線路
は自転車・歩行者路
として仮使用されて
きた。しかし平成２
４年に「おおさか東
線」の開業が計画さ
れ、仮橋も間もなく
廃止されることとな
るので懐かしんで渡
ろう会を開催した。



瑞光寺（雪鯨橋）全景

亀岡街道の案内板
架替え記念碑



赤川鉄橋 土木近代化遺産
旧毛馬の閘門



第２回平成２１年４月２９日
（水）９：３０～１５：２０

『上町台地にあるみどりの森
を訪ねて』パート５

～帝塚山から堺七道へ～

 集合 南海難波高野線改札

 解散 南海本線七道駅

参加者 ４４名

 西に粉浜や玉出の低地
を見下ろす帝塚山（古
墳）を出発。熊野街道
を下り、有形登録文化
財住宅群や閻魔地蔵尊
を辿り、生根神社から
住吉大社へ。海神三神
崇め、初辰参りの種貸
社ら多くの宮に参る。

 紀州街道「御祓橋」か
ら安立町の町屋・霰松
原・手洗い橋から新大
和川へ。１７０４（宝
永元年）新川開削と共
に架けられた公儀橋＜
大和橋の碑＞から堺へ。
和泉木綿工場跡や環濠
北の橋跡から鉄砲鍛冶
屋敷跡・鉄砲塚を見て
七道駅へ。



帝塚山古墳

閻魔地蔵尊 神ノ木高架

生根神社

生根神社

住之江味噌池田家



住吉種貸社 住吉高灯籠

霰松原でハーモニカの演奏

細江川と御祓橋

安立町の古民家



明治４４年制作大和川橋梁

大和橋

堺七道駅前

鉄砲鍛冶屋敷跡



第３回平成２１年９月１５日
（火）１３：００～１６：４５

『百舌鳥古墳群めぐり』
～倭の五王・大型前方後円
墳・５世紀のロマン～

 集合 JR阪和線百舌鳥駅前
堺市博物館前 13:00

 解散 にさんざい古墳16:45頃

参加者 ２２名

 大和から河内平野に本拠

が移り、５世紀の河内に

王朝が誕生した。応神天

皇に続く、仁徳、履中、

反正、允恭天皇などの人

物像や国家情勢を紐解き

ながら、大型前方後円墳

の建設事情を推理し、百

舌鳥古墳群を巡って見ま

しょう。

 堺博物館～仁徳陵～履中

稜～いたすけ古墳～御廟

山古墳～高林家住宅～百

舌鳥八幡宮～にさんざい

古墳（解散）～南海・大

阪市交中百舌鳥駅



仁徳陵

堺市博物館

履中陵



御廟山古墳 いたすけ古墳

高林家住宅

百舌鳥八幡宮

ニサンザイ古墳



第４回平成２１年１１月
６日（火）13:00~16:30

『関西文化学術研究都市
見学会』

 集合 近鉄学研奈良登美ヶ丘駅

 解散 １６：３０頃

 参加者 ４名

 学研都市は、創造的な
学術・研究の振興を進
め、新産業・新文化の
発信拠点として大阪・
京都・奈良の３府県に
またがる都市として開
かれています。

 学研都市/精華・西木
津地区のATR(国際電
気通信基礎技術研究
所)で「ATRオープン
ハウス２００９」が開
かれましたので、「私
のしごと館」や国立国
会図書館などを含めて
都市内の施設をいろい
ろと訪ねました。



けいはんな公園

国立国会図書館

けい
はんな

私のしごと館



第５回平成２２年２月２６日
（金）１３：００～１６：３０

『大阪・平野南部の歴史を訪
ねる』～喜連・瓜破・長吉
地区～

 集合 谷町線「喜連瓜破駅」

改札口

 解散 谷町線「長原駅」

参加者 ７名

平野郷は弘仁頃(820)
に開け、中世に環濠
都市として大きく栄
えました。その南部
の喜連・瓜破・長吉
地区は、旧石器時代
(約３万年前)から人
が住み着いていたこ
とが、遺跡の発掘で
明らかになっている。

楯原神社～如願寺～
瓜破天神社～敬正寺
～志紀長吉神社～高
廻り古墳群～大阪市
埋蔵文化財収蔵展示
室～長原駅まで。



楯原神社

元喜連寺 高野街道沿い瓜破天神社

敬正寺
小松神社 志紀長吉神社

楯原神社



（財）大阪市文化財協会
長原調査事務所

高廻り２号墳出土の
舟形埴輪
重要文化財

収蔵展示室
誰でも見せてくれます

志紀長吉神社



２ 体験学習の開催と支援活動

２－１ お箸で『夢の橋』を作ってみよう

橋は、私たちの生活に無くてはならない大切な通行の

手段です。夏休みの「自由課題」として、割り箸を使

って親子で「夢の橋」を作って見ませんか♪

 とき：平成２１年８月２２日（土）13:00-16:30

 ところ：大阪市立総合生涯学習センター第２研修室

 参加者：児童１５名、保護者１３名（計２８名）

 参加費：５００円/組

 ＜思い想いの橋を自由に作るお手伝いを、CVVのお
じさんがいたします＞



橋の資料

ママできたよ！





２ー２ 神戸市『土木の教室』の支援

 第１回 平成２１年３月２８日（土）

神戸市 春休み「土木の教室」の支援

『マッチ棒で橋の模型を作ろう！』

と き １３：００～１６：００

ところ 神戸水の科学博物館研修室

内 容 マッチ棒でトラス橋の模型づくりを通して

橋の構造や仕組みを学ぶ。

参加者 親子１９組４８名（内こども２５名）

スタッフ ＣＶＶ４名（櫻井・酒井豊・塩野谷・茂岡）

「土木の学校」神戸の会 ３名





 第２回平成２１年５月９日（土）－１０日（日）
「花のフェスタこうべ２００９」出展の支援

『橋をつくろう！橋をわたろう！』
～楽しみながら学ぶ土木のしくみ～

と き １０：００～１６：００頃
ところ 神戸総合運動公園 駅前広場

①アーチ橋、トラス橋の模型を作成しながら、その
しくみを学んでもらう。

②自分で渡れる橋を参加者で組み立て・実感する。
参加者 トラス１１２名アーチ１９０名計３０２名
スタッフＣＶＶ会員１１名

（田中・北村・酒井豊・櫻井・金山・井上・
福岡・福井・塩野谷・茂岡）





 第３回平成２１年８月８日（土）～９日（日）
神戸市「夏休み土木の教室」の支援

『アーチのパワーにびっくり！親子で石膏の
橋づくり』
と き １３：００～１６：３０
ところ コミスタこうべ３階多目的室

（旧吾妻小学校）

参加者 ７３名（８日）３６名（９日）３７名
スタッフ ＣＶＶ（８日）３名（北村、酒井豊、茂岡）

（９日）３名（櫻井、塩野谷、福岡）
「土木の学校」神戸の会など１３名

子供たちからは・・・・・
橋にのった時「えっ！」と思いました。
あんな小さな橋に、私が乗るなんてありえませんでした。

などの声が・・・。







第４回 平成２１年１１月１４日（土）
２００９「土木の日」の『土木の教室』

と き １３：００～１６：２０
ところ 橋の科学館（ＪＲ舞子駅、山陽電鉄舞子公園駅）

『なんでだろ？ なるほど！！！』

①地震の揺れのはなしと液状化の実験
②紙の家の模型（ゆらり）で知る地震の揺れの実験
③橋のおはなし
④マッチ棒でつくるトラス橋の模型づくり

参加者 １１組 ２１名
スタッフ ＣＶＶ会員４名（北村、櫻井、井上、塩野谷）

「土木の学校」神戸の会など５名





〇 主旨
ＣＶＶのメンバーには、土木技術者として「国際協力や

海外での建設工事・コンサルタント業務等の経験者がいます。

国際協力の必要性は、社会常識になっていると思いますが、
土木技術者としての役割や実務体験を土木技術者の卵（学生
さん）に知ってもらい、海外に目を向けてもらいたいと考え
ています。

近年、ＯＤＡ・ＮＧＯ等を通じて開発途上国との関わりが
多くなっています。勿論、土木技術者としての関わりも最も
多くなっています。

国内の建設事業は激減してきていますが、海外では、日
本の建設技術を期待してくれる人々が、沢山待ってくれてい
ることを知り、海外で活路を見つけようと言うことを、学生
さんに呼びかけたいと考えました。



〇 内容

◆ 国際協力の常識など。
◆ ＪＩＣＡ専門家、建設コンサルタント、建設会社等での

実務体験 など。

について、要請先（大学・高専など）と協議して講義内容
と講師を決定します。

時間 ６０分～９０分を協議して決定
日時 １～２ヶ月前に双方協議して決定する
費用 無 料

但し 京阪神以外はＪＲ大阪駅からの交通費の
実費負担をお願いします。

申込先 ＣＶＶ事務局 または 担当井上隆司
ＴＥＬ／ＦＡＸ ０７２－８９３－７７２０
E-mail   inoue218@apricot.ocn.ne.jp



２００９－０３－０７（土） 12:00~16:30
『ラオス・日本 国際歌の交流会』

於 豊中市国際交流センター
ラオス留学生３０名、日本人２０名

２００９－０９－２４（木）
摂南大学／工学部都市環境システム工学科

１回生（８０名）３回生（８０名）
講座担当 伊藤教授

講演：「土木技術者の活動する場所」
講師： ＣＶＶ 福岡悟



ランチタイム

幹事スック君の熱演



アンクルンの演奏

詩吟「花朝澱江を下る」
吟詠平尾勲山氏



２０１０アドバイスグループ活動計画（案）

１ 市民見学会の開催
年３～４回程度実施する。担当者を募り「テーマ＆目的地」
を決定し、具体化についてグループ全体で取り組む。

第１回 平成２２年４月９日（金）１３：００～
【福知山線廃線敷と桜の園を歩く】＜北村＞

第２回 平成２２年４月２９日（昭和の日）１０：００～１５：００頃
【明治天皇聖蠋（ｾｲﾁｮｸ）碑を訪ねて】 —明治元年
３～４月の大阪行幸跡を訪ねる—＜平尾＞

第３回 ６月頃 JR餘部鉄橋と新橋梁工事の見学＜井上＞
第４回 ９～１０月頃 高速道路のジャンクション・ツアー＜福岡＞
第５回 １１～１２月頃 人と防災未来センター、メリケンメモリアル

パークなど防災関連施設＜金山＞
第６回 ２３年１～３月頃 歴史街道ハイキングなど＜未定＞



２ 神戸市「土木の学校」への支援

年数回実施される「土木の教室」や「花のフェスタへの出展に

CVV会員は出来る限りの協力・支援をする。

● 第１回 平成２２年３月２７日（土）１３：００～１６：００

【春休み「土木の教室」～マッチ棒で橋の模型を作ろう～】

ところ： 神戸市水の科学博物館（水道局奥平野浄水場内）

対象者： 小学３年生以上の親子２５組

支援体制： ＣＶＶ４名程度と「土木の学校」神戸の会

● 第２回 ２２－５月初旬頃 【花のフェスタこうべ２０１０】に出展

● 第３回 ２２－８月上中旬 【夏休み土木の教室】

● 第４回 ２２－１１月中旬 【２０１０土木の日関連土木の教室】

● 第１回 ２３－３月下旬 【春休み「土木の教室」】



「国際交流・協力」活動の継続と共に、土木系の高専・大学・大学
院への出前講座を積極的に要請し、依頼を受けて実施する。

５ 『講演会』や『体験学習』の主催を検討し、『防災活
動・広報』への支援参加を進める。

ーEND－

３ 国際交流・協力

４ 『 CVVギャラリー 』 の開催

と き：１２月３日（金）～１５日（水）
ところ： 大阪市立中央図書館エントランスギャラリー
テーマ： 『歴史街道を行く』ー写真と絵画のコラボレーションー


