
 
 

大阪湾フォー
ラム

大阪湾フォー
ラムほっといたらあ

かんやん！

つなげる！つながる !!

第７回

参加費無料

と　き：平成２３年２月２６日（土）
ところ：関西国際空港・りんくう公園
テーマ：人工島から考える陸と海のつながり

プ ロ グ ラ ム ※プログラムは一部変更になる場合があります

第１部　　（１０：００～１１：３０ りんくう公園内）
『りんくう公園エコ・ツアー』（雨天決行）

りんくう公園における環境再生の取り組みを学びます。
※南海電鉄　りんくうタウン駅　改札前に9:30集合、10:00出発

第２部　　（１２：３０～ 関西国際空港建設棟＆２期島）
『関空探検ぐるっと３６０度大阪湾』（各班定員４０人）

映像による大阪湾バーチャル探検・関空人工島の環境創造の取り組み学習
関西国際空港２期島から大阪湾をぐるり３６０度パノラマ展望
★スタート：第１班12:30　　第２班13:00　　第３班13:30 （60分程度）
※関西空港　エアロプラザ２Fで12:00から受付開始

第３部　　（１４：３０～１７：１５ 関西国際空港エアロプラザ２F）
フォーラム『つなげる・つながる　大阪湾』
・記念講演：「スナメリからのメッセージ、鳴き声を聞いて姿の見えないスナメリを調べる」
   赤松 友成 氏（独立行政法人水産総合研究センター 水産工学研究所）
・ポスターセッション：大阪湾見守りネットの仲間が日頃の活動を自慢します
・各地の活動紹介：東京、横須賀、徳島などの海の再生活動を紹介します
・意見交換：未来につなぐ大阪湾

交流会　　（１７：４５ 関西国際空港エアロプラザ内）　※参加費をいただきます
主　　催：大阪湾見守りネット、大阪湾環境保全協議会、国土交通省 近畿地方整備局神戸港湾空港技術調査事務所
協　　賛：大阪湾広域臨海環境整備センター
協　　力：関西国際空港株式会社、関西国際空港用地造成株式会社
後　　援：（財）港湾空間高度化環境研究センター、（財）大阪湾ベイエリア開発推進機構、（財）国際エメックスセンター、（社）瀬戸内海環境保全協会、きんき環境館
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※公共交通機関でお越しください。

※個人情報の取り扱いについて：ご記入いただきました情報は、本事業に関する目的だけに利用し、それ以外の目的で利用することはありません。

●建設棟
　第２部会場 3F：映像鑑賞 5Ｆ：見学

●エアロプラザ２Ｆ
　第２部受付（受付時間は12:00～）
　第３部フォーラム会場

●りんくう公園
　第1部会場
　

●りんくうタウン駅
　第１部集合場所
　改札前9:30集合

　

大阪湾見守りネットとは

平成17年２月に開催した「ほっといたらあかんやん！大阪湾フォーラム」に集まったメンバーが中心となって

設立した、大阪湾に関心のある個人や団体からなるゆるやかなプラットフォームです。

市民やNPO、博物館、試験研究機関、大学、民間企業、行政機関など、150以上の個人や団体が登録しています。

大阪湾の再生をめざし、メンバー間の情報交流や大阪湾フォーラムなどを開催しています。

どなたでも登録できます。お気軽に事務局まで問い合わせください。

ほっといたらあかんやん　
大阪湾フォーラム

O s a k a  B a y  Fo r u m

！
大阪湾見守りネット事務局　担当：山西、松岡
FAX 06-6697-6225 ／ E-mail osakawannet@yahoo.co.jp

お申込み先

EメールまたはＦＡＸでお申し込みください。FAXの場合は切り取らずにこのまま送信（06-6697-6225）してください。

第７回 ほっといたらあかんやん！ 大阪湾フォーラム【参加申込書】

◆参加を希望される内容すべてに○印を付けてください。

◆上記の方以外で参加される方のお名前などをご記入ください。（○印をつけてください。）

第１部：エコ・ツアー　　第２部：関空探検360度（１班・２班・3班）　　第３部：フォーラム　　交流会（参加費3,000円程度）

参加申込はお早め
におねがいします

！

（できるだけ2/2
1（月曜日）までに

）

ふ り が な

お 名 前
交 流会
参加費3,000円程度

所属 エコ・ツアー 関空探検

1・2・3 班

1・2・3 班

1・2・3 班

フォーラム

ふ り が な

お 名 前

Ｔ Ｅ Ｌ

e -ma i l

活動団体・
勤務先等  

※平日、昼間に連絡のとれる電話番号をご記入ください

（自宅／携帯電話／職場） （自宅／職場）
Ｆ Ａ Ｘ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF005B514330683059308B30BB30C330C8003A002000410064006F006200650020005000440046002030D5309A30EA30BB30C330C800200031005D00200049006C006C007500730074007200610074006F0072002030D530A130A430EB3092002000410064006F006200650020005000440046002030C930AD30E530E130F330C83068305730664FDD5B583059308B58345408306E521D671F8A2D5B9A3067305930024FDD5B585F8C306B00200049006C006C007500730074007200610074006F0072002030677DE896C63059308B5834540830010049006E00440065007300690067006E0020306A3069306E30EC30A430A230A630C830A230D730EA30B130FC30B730E730F330674F7F75283059308B583454083001307E305F306F30D530A130A430EB306E75289014304C4E0D660E306A58345408306B306F30013053306E8A2D5B9A30929078629E30573066304F3060305530443002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




