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☆マナーアップキャンペーンお疲れさまでした☆
長良川がより安全で快適な河川利用が出来るようにと、河川利用者の最も多い８月
の一ヶ月間「マナーアップキャンペーン」を平成１７年から始め、もう今年で七年目
を迎えました。今年も８月７日（日）と８月２８日（日）の２日間、河川環境関連行
政（木曽上、岐阜県、岐阜市関係）岐阜中・北警察署、岐阜ボート販売（株）、岐阜
市ＮＰＯボランティア協働センターの皆さんとの合同啓発活動を藍川橋、千鳥橋、雄
総河原、河渡橋の４地点にて行いました。両日とも大変暑い日で各地点とも車が入れ
切れないほどの賑わいと混乱の中で、呼びかけに対して各利用者の反応は大変よく、
翌日の活動結果からも良好で一安心？

しかし、一ヶ月間の状況を見ると各地点とも

ゴミの散乱状況はひどいもので５．６年前の状況に逆戻りで１回の清掃活動では処理
出来ないことが何度もありました。（特に雄総地区）今まで行ってきた啓発活動は無
意味だったのかと虚しい気持ちになりました。
暑い中協力して頂きました行政、各団体、警察等に対して厚くお礼申し上げるとと
もに放置ゴミの増加、横暴運航が目立つ水上バイク等に対して、行政をはじめ関係機
関を含めた抜本的な対策の検討、実施を早急に行う必要を痛感するとともにお願いい
たします。

（マナーアップキャンペーン担当 森瀬

修良）

千鳥橋河原のゴミ
の散乱状況

▲合同啓発の様子

←千鳥橋下流の水上バイクの横暴運航
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８月．９月の環境レンジャーの主な活動
８月１７日

木曽川安全利用啓発活動

８月２０日

長良川流域連携ゴミネットワーク合同清掃活動

８月 2１日

長良川安全利用啓発活動（河川利用調査含む）

８月２２日

夏休み水生生物調査体験学習会（広瀬橋）

８月２５日〜２６日

第３回ながらっ子レンジャー自然体験活動

８月２８日

長良川安全利用啓発活動（マナーアップ合同啓発）
「瀬古区を美しくしよう会」生き物調査へ参加

８月２９日

木曽川環境教育活動（川ガキ。木曽川に集合！）

８月３０日

夏休み水生生物調査体験学習会（古川橋）

９月１０日

長良川環境啓発活動（清掃活動＋水質調査）
NTT ボランティアひまわり会＋OB 会長良川清掃

☆「川ガキ。長良川に集合！」をサポートして
毎年恒例の岐阜聖徳学園大学学生レンジャー自
主企画による川ガキが、今年も８月９日・１０日の
２日間行われました。１日目は石のペンダント作り、
ストーンアート、川流れが実施され、参加した子ど
も達は１６名で、３５名の学生。２日目は魚釣り、
水生生物の採取、Ｅボートによる川下りが実施され、
参加した子ども達は１９名で、学生は前日と同人数
でした。石のペンダント、ストーンアートでは学生の指導の下に、それぞれユニー
クな作品を制作していましたが、中には、制作意欲
に欠けた子どもが若干おり、このような子ども達に
いかにモチベーションを上げさせるか、学生の力量
が問われるところです。また、魚釣りはチーム対抗
で釣果を争うというゲーム感覚も取り入れて行わ
れましたが、釣果は期待した程ではなく、その原因
は指導する学生自身に釣り体験の少ない事が考え
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られます。いずれにしても、２日間とも好天に恵まれ、無事終了出来た事は何より
でした。子ども達にとっても充実した２日間であったことは、帰りの笑顔が証明し
ています。学生レンジャーに指導・助言いただいた環境教育チームの梶浦さん、北
川さん、名和さんに感謝します。学生諸君お疲れ様でした。このような貴重な体験
を今後の活動に活かしてくれれば幸いです。
（学生レンジャー顧問＆環境教育チーム

坂井田 節）

☆「川ガキ。長良川に集合！」〜学生レンジャーより一言〜
１日目の午後だけしか参加できませんでしたが、初めて川ガキに参加することができ、
とても楽しかったです。しかしそれと同時に、子どもたちを指導することの難しさも痛
感しました。川という一歩間違えれば死んでしまう危険な場所で、安全に楽しく子ども
たちが活動するには、その場その場でどのような行動が適切であるかを各自で判断でき
なくてはなりません。また、子どもの体調にも気を配らなければならないと思いました。
私は、子どもが寒がっていたことに全く気が付かなかったので…。学生一人一人がしっ
かり活動の内容を理解し行動することと、子どもと積極的にコミュニケーションをとり、
様子を観察することが大切なのだと思いました。

（1 年

林

沙緒莉）

川ガキに参加することができとても楽しかったです。でも先輩の指示が無いと動けな
かったりしたので、来年は自分でやるべき事を見つけて、積極的に動いていきたいです。
（1 年

中川

理恵）

子どもが楽しんでいたのとやっている自分たちも楽しめました。ただ最終日の時間を
オーバーしてしまったのが心残りです。

（1 年

☆長良川流域連携ゴミネットワーク合同清掃活動
8 月 20 日（土）9：00〜11：00 まで長良川右岸
岐阜グランドホテル前付近の合同清掃活動を[木曽三川
ごみの会]の皆さんと一緒に行いました。例年ですと河渡
橋付近の清掃活動を合同で行って来ましたが、今年は夏
休み期間中でもあり、バーベキューなど川遊びによる投
棄ゴミが多いことが予想され清掃場所を変更いたしまし
た。
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丸山 渓）

清掃活動はごみの会のメンバー4 名と当協会のメンバー14 名 計 18 名で行いまし
たが、案の定、投棄ゴミが多く総量 225.5kg のゴミが回収されました。ごみの会の市
川理事長は「河原へ車が入れない様にしない限りゴミは減らないだろう！」と言われ、
関係機関へ訴えるべきだと言っておられました。我々も特に夏休み期間中は、河川利用
者のマナー向上を図るため、河川愛護啓発活動「マナー
アップキャンペーン」を行っていますが、特に今年は、
夕方から夜にかけて河原を利用する人達の中に、ゴミを
捨てて帰る人が多く見られるので、夜間の河川利用者に
対するマナーアップ啓発活動の必要性を痛感しました。
しかし、夜間の活動については危険が伴うなど様々な問
題があるので、今後、関連行政、警察等と相談の上検討
し対策を考えていただける事を願っています。

（流域ネット推進チーム

貴田 実）

☆夏休み水生生物調査体験学習会を終えて
今年の水生生物調査は、７月２０日から８月３日を予定し
ていましたが、台風や雨などによる増水の為、一週間遅れの
７月２６日から始まりました。今年は、
「人と河川の豊かなふ
れあいの確保」調査（７箇所）や初めての「伊勢湾流域の水
質検査」（中部建設協会）（４箇所）もあって、大変忙しかっ
たですが、参加していただいた環境インターンシップの岐阜
農林高校の生徒さんや一般参加の子ども達がとても熱心で協
力的でしたので、滞りなく実施できました。しかし、どの川も
水量が多く、木曽川では透視度があまりよくありませんでした
し、生物の種類も少なく、いつもは多くいるヒラタドロムシや
コオニヤンマも少なく感じました。また、今年の調査場所が少
し減ったため、早く終了するか
と思いましたが、ゲリラ豪雨等の雨による延期が多くあ
ったためか参加者も減り、いつもより一か月ほど遅れの
８月３０日までかかりました。いずれにしても、事故も
なく終了できましたのは、チームの皆さんのお蔭です。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
（水生生物調査チームリーダー 栗本
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智恵子）

☆７月・８月の河原活動を終えて
河原活動の一番大変な時期が終わりました。７月９日(土)
は「清流の国ぎふ」づくりの一環として、中京テレビ、岐
阜県、長良川流域ネットワーク、長良川環境レンジャー協
会、共催による「長良川清掃プロジェクト」の清掃活動が
行われました。１回限りのイベントではなく、住民のみな
さんにもご参加いただける一斉清掃として来年も実施でき
ればいいなぁと思いました。８月はマナーアップ月間とし
て、河川利用調査や合同啓発活動を多くの会員のみなさんにご協力いただきました。河
川利用調査では、バーベキューで歓談中の利用者に声をかけ、河川利用に関するアンケ
ートにご協力いただきました。「自分達のごみは持ち帰りま
す。」とほとんどの利用者が答えてくれますが、８月２０日
(土)木曽三川ごみの会のみなさんと一緒に清掃をした際には、
お盆休みに河原利用者の大量のゴミ無謀放棄によって、カラ
スが散らかし、見るも無残に河原はごみでいっぱいでした。
「たくさんの人が利用するとごみは増える」と残念な気持ち
になりました。しかし８月２９日(月)、花火大会の翌朝清掃
を行いましたが、ごみはありませんでした。気になっていた
前日利用者でいっぱいだった千鳥橋もパトロールしましたが、
予想していたほどのごみはなくほっとしながらゴミ拾いして
いると、
「一緒に拾います！」と朝から水遊びをしていた若者
がお手伝をしてくれて、爽快な気分になり、改めて河原活動
をがんばろうと思いました。
（河原活動チームサブリーダー 中村

☆お

直樹）

知 ら せ☆

☆総合学習野外教育活動に参加しましょう！
長良川の自然にふれ、川の環境について体験を通して学習する、則武小学校４年生の
総合学習野外教育活動に参加します。川に住んでいる生き物と水とのつながりを調べる
水生生物調査や河原のゴミ調査・水質調査を下記の日程で行います。小学４年生の皆さ
んと一緒に活動しませんか。
・日

時：９月２７日(火) ９：３０〜１１：３０

・場

所：長良川右岸（忠節橋下付近）

・内

容：水生生物による水質調査を通して川の環境を考える
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☆プルデンシャル生命保険（株）の皆さんと長良川清掃奉仕活動☆
今年も、昨年に引き続きこの時期に長良川清掃活動が実施されます。当日は、プル
デンシャル生命保険の皆さんが参加されます。交流を深めながら皆さんも一緒に活動
しませんか。会員の皆様、参加の程よろしくお願いします。
日

時：１０月１日（土）午前９時００分〜１１時００分

清掃場所：岐阜グランドホテル前の河原

☆１０月１６日(日)

河原啓発清掃活動終了式をおこないます！

４月から実施してきた通常の河原活動も、早いものでひと区切りを迎えます。いつも
お世話になっている関係者のみなさまに参加していただき今年度の河原活動終了式を行
います。多くの方の参加をお待ちしております。また、午前の河原活動終了後、恒例の
バーベキューを行う予定です。
時間：９時３０分〜１１時

場所：長良橋上流右岸河原入り口（テント前集合）

※詳しくは８ページの活動予定表☆河原活動終了式のご案内☆をご覧下さい。

☆「第３回長良川を美しくしよう運動」岐阜新聞・岐阜放送提唱
参加のお願い☆
本年第３回目を下記の要領で実施されます。会員の皆様、早朝になりますが参加の
程よろしくお願いします。
日

時：１０月２３日（日） （小雨決行） 午前６時３０分〜７時

清掃場所：

鵜飼大橋上流〜忠節橋下流までの両岸４㎞

☆岐阜伊奈波ライオンズクラブ長良川清掃奉仕活動へ参加しよう
レンジャー結成以来お世話になっている。岐阜伊奈波ライオンズクラブさんが河原活
動を実施されます。今年も各種団体が参加して実施されますので、運営や分別指導など
会員のみなさんのお手伝いが必要です。是非ご協力ください。
日時：１０月２３日（土）８時４５分〜１１時 場所：長良橋下流右岸（尚子ロード）
※ご協力していただける方は、当日８時１５分までに現地に集合してください。

会員紹介コーナー
※会員の皆さんの様子をお伝えするコーナーです。
第１９回目は、会員ＮＯ１３０２の松久由美さんからの投稿です！
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私は 7 月から音符もまともに読めないのに「オカリナ教室」に入会しちゃいまし
た。な！なんと軽率な挑戦! 先生はいつも「金華山まで届ける気持ちで広がるよう
に吹いて下さい」と言われます。けれどピーピー！とても人の心に届く美しい広が
りある音が出せなくて苦労しています。だから練習は近所迷惑にならないよう、音
もれしないよう全戸をしっかり閉めて秘密特訓中です。
何年かかるか分かりませんが、いつか清流長良川のように人の心を癒せるそんな
オカリナの音色をめざして、私のライフワークにして行こうと思います。
（松久

由美）

※次回は、会員ＮＯ１３０４の白木康博さんと会員ＮＯ１３０９の杉山俊
一さんにお願いします。
〜 〜〜〜〜〜事務局より〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

○会員数報告（９月１５日現在）
正会員 65 名

準会員 76 名

＊＊＊＊＊

賛助会員 8 名（合計 149 名）

賛助団体の紹介（平成 23 年 9 月現在 10 団体）＊＊＊＊＊

岐阜伊奈波ライオンズクラブ様

・

岐阜長良川ロータリークラブ様

(株)岐阜グランドホテル様・岩砂病院様・(株)センチュリー２１様
岐阜信用金庫様・（株）ナレッジデザイン様・岐阜中ロータリークラブ様
オールコントロールサービス（株）様・（社）岐阜県ビルメンテナンス協会様
○環境監視センターへの来訪者ご紹介
８/２３

岐阜市役所

堀口さん

８/２６.２８ 緑の風 浅野さん
８/２8.２９ エヌエスネット
８/２８

ＣＢＣ放送局

広告シナジー

五十川さん

高屋さん

中村さん他３名

９/

５

永井建設

古田さん

村瀬造園さん

９/

６

永井建設

古田さん他３名

９/

７

(独)水資源機構 柳川さん

９/

９

ヒルトップ

酒田さん

エヌエスネット

高屋さん

清水さん

○新会員の募集にぜひご協力ください
環境レンジャーで一緒に活動できる仲間を募集しています。みなさんのまわりに、
自然大好き！長良川大好きな方はいませんか？いらっしゃいましたら、ぜひお誘いく
ださい。よろしくお願いします。
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9/16〜10/15の環境レンジャー活動予定お知らせ、ご案内
日
9月16日

17
18
19

曜日
金

活動・イベント

☆第11回川に学ぶ体験活動全国大会in鶴見川流域
開催日時：９月１７日(土)１８日(日)19(月･祝)
開催場所：慶応義塾大学 日吉キャンパス
テーマ ：都市河川における水辺体験活動の推進と
安全・安心サポート
※ＲＡＣリーダー･インストラクター・トレーナーの
皆さん、そして川に興味のある方は是非参加して下さ
い。ぎりぎりでも参加大歓迎です！！

河原活動
土 第１１回川に学ぶ体験活動全国大会in鶴見川
流域
河原活動
環境デーなごや２０１１
日 第１１回川に学ぶ体験活動全国大会in鶴見川
流域
河原活動
月 第１１回川に学ぶ体験活動全国大会in鶴見川
流域

20
21
22
23

火
水
木 定休日
金 河原活動

24

土 理事会(15:00〜）

25
26
27
28
29
30

日 河原活動
月
火 則武小学校４年生総合学習
水
木 定休日
金

☆環境デーなごや２０１１に出展します！

今年も久屋大通公園にて開催されます。来場者の皆さ
んにレンジャー協会を大いにＰＲしたり、体験をして
もらいながら長良川について、環境について話しあっ
て交流を深めましょう！
（日時）９月１８日(日)10:00〜14:00
（場所）久屋大通公園 エンゼル広場･久屋広場
光の広場

河原活動

☆プルデンシャル生命保険の皆さんと清掃活動
日時：１０／１（土）９：００〜１１：００
※ご都合の付く方は是非ご参加下さい。

プルデンシャル生命保険（株）
10月1日

（予
告）
☆河原活動終了式＆バーベキューのご案内

土 長良川清掃活動
河原活動

2
3

日 河原活動
月

4
5
6
7

火
水
木 定休日
金

8

河原活動
土 通信編集会議(15:00〜）

9
10
11
12
13
14

日 河原活動
月
火 イオン幸せのｲｴﾛｰﾚｼｰﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
水
木 定休日
金

15

土 通信発送作業(15:00〜）

河原活動

河原活動が始まりましたので、事務局は土日(木 曜日休み )
も開いています。ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにも通信の内容が各コーナーに
分かれて載っているので、ぜひアクセスしてください。ま
たお友達にもどんどんご紹介くださいね。
http://www2.odn.ne.jp/nagaragawa

（日
時）１０/１６(日)９:３０〜１１：３０
（場
所）長良川上流右岸河原入口(ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ前)
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ)9 :30〜
河原活動終了式
10:00〜
河原活動
11:30〜
打ち上げﾊﾞｰﾍ ﾞｷｭｰ
（※参加費は1,500円）

上記のような活動・ｲﾍﾞﾝﾄがあります。
なお詳しい内容については、事務局までお
問い合わせください。
【編集後記】
8月29日（月）早朝7時。 当日は早朝6時より県
主催の花火大会後の清掃活動がありました。終了後、河
原活動啓発チーム中村氏よりの提案で、昨日のあの賑わ
い混乱状態であった千鳥橋の状況が気がかりで、千鳥橋
へ出かけました。
心配した程のあちこち散乱状態はなく、啓発効果を感
じながらも、橋脚付近に近づくとかなりの散乱ゴミがあ
りました。拾い始めると、既に遊泳を楽しんでいた男女
5人組が話かけて来て･･･我々のボランテイア活動を話
すと、「大変だな〜よし俺たちも手伝おうぜ」と、一気
にしかも素手で2〜3袋拾い集めてくれました。そし
て、勢いよく川に飛び込んで行きました。「この辺りは
危険な川の形態だから気をつけろよ！無理するなよ！」
と注意を呼び掛け別れました。名古屋から来たと言う若
者君達、清々しい朝のひと時をくれてありがとう。
（広報チームリーダー 垣添）
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