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☆「環境デーなごや２０１１に出展☆
〜デコバージュ

大盛況！〜

9 月 18 日（日）久屋大通公園にて、なごや弁市長の開会宣言で幕を開けた「環境
デーなごや」に参加しました。
出だしは少し心配しましたが、お昼ごろからは終始ブースがはち切れそうでした。
首にかけたタオルで汗ふき拭き、背を丸めて熱心に作り方を教える栗本さん、ブー
スの前でＰＲに余念のない北川さん、 これは昔フランスの上流社会で流行した云々
と笑顔で客引き？する梶浦さん、作品を飾る台の注文が殺到、それを手際よく黙々と
応じる堀部さん、そして邪魔にならないようブースから離れてただ眺めるだけの私。
これは当日の情景の 1 コマですが、 もう乾いたかな

と自分の作品をそっと両手

にのせてにっこり、それを覗き込んだお母さんもにっこり、そんな笑顔がとても印象
的な、あつーい 1 日でした。

（松岡

達也）

子どもも大人も
一生懸命･･･

火おこし体験！
火がつくまで
がんばるーぞ！

来場者の体験の様子

1

９月．１０月の環境レンジャーの主な活動
９月１０日

長良川流域連携ゴミネットワークづくり水上パトロール

９月１７日〜１９日

第１１回川に学ぶ体験活動全国大会 in 鶴見川流域

９月１８日

環境デーなごや２０１１に体験ブース出展

９月２７日

岐阜市立則武小学校４年生と野外教育活動

10 月１日

プルデンシャル生命保険（株）さんと長良川清掃活動

10 月７日

岐阜市立長良東小学校４年生と野外教育活動

10 月 12 日

岐阜市立本荘小学校５年生総合学習出前講座

○「美しい瀬古区にしよう会」の皆さんと生き物調査
平成２３年８月２８日(日)私ども５名のメンバー
（坂井田、北川、三輪、栗本の各氏と友保）は９時
に瀬古区の公民館に集合しまして、会の皆さんと水
生生物調査を行いました。この調査は数年来、８月
の下旬に実施されてきた調査で、会の皆さんの環境
を守り自然と共生したいという熱意の表れであるも
のと、私ども感謝している行事であります。今年は
夏休みも終わりに近く、学校行事のため、参加者も少なかったのですが、残念ながら調
査結果は

少し汚い水

というものでした。この美しい田園風景にふさわしい水質や豊

かな水生生物のいる川に戻るように念じています。と共に会の皆さんの努力に感謝しま
す。

（友保 有起）

２００７年から依頼をうけて開水路での生き物調査も今年で４年目です。瀬古区の皆
さんは日頃から地域を美しくしようという熱心な継続活動をしておられます。また、生
き物調査を通じて子どもたちに自然とのふれあいや生き物の命の大切さを体験してもら
う環境学習会として毎年開催されています。機会があれば瀬古区に皆さんと交流しなが
ら環境についてお話しできればと思います。

○環境デーなごや２０１１に参加
今回も去年好評な長良川の石を使ったペイント、新聞の切り抜き写真の貼り絵（デコ・
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パージュ）を中心に長良川の良さ・環境の重要性を来場者との会話ができました。なか
には、長良に住んでいるよ（現在も）、親戚の人が岐阜市
にいるよと言う人が 4 人ほど来場されていました。その
他多くの来場者（40 人）が見え、デコパージュの台が不
足してしまいました。また、となりのブースでは、みど
りのまちづくりグループ・堀川 1000 人調査隊グルー
プ・名古屋城外堀ヒメボタルを受け継ぐ者たちグループ
の人たちが出展されており、皆さんと交流することがで
きました。

（北川 清）

○長良川流域連携ゴミネットワークづくり
〜長良川河口堰水上パトロール〜

昨年に引き続き９月１０日（土）木曽三川ごみの会３
名と長良川環境レンジャー協会３名で共同水上パトロー
ルを行いました。
船外機付きの舟で長良川の船頭平闡門を出発し、長良
川左岸を南濃大橋まで上り、そこから右岸を下る水際の
漂着したゴミ状況のパトロールを実施しました。今回は、
共同水上パトロールの数日前の台風１２号により、東か
らの強風にさらされため、昨年と違い右岸にゴミは少なく、左岸の雑草の中に打ち寄せ
られていた漂流ゴミ（ペットボトル、発砲スチロール等）の殆どが右岸に吹き上げられ
堆積していました。昨年多く見られた左岸の堆積していたゴミは、増水により流出して
いまい比較的少ない状況でした。ゴミの漂着量は相変わらず多く河口堰や伊勢湾の水質
悪化にも繋がることが心配されます。
また、木曽三川公園の立田大橋から長良川サービスセンターの間には多くの流木が漂
着しており、これらが河口に流れたら海苔養殖や漁業に影響する心配があります。
伊勢湾の水質を良くするも悪くするのも、伊勢湾へ流れ出る流域全体の責任でもあり、
今後長良川においても、上流から下流までひとつになって環境問題に取り組む必要性を
感じました。

（流域ネット推進チーム

林

功治）

○合同長良川清掃活動への参加（企業、団体との協働活動）
今年も昨年に引き続き岐阜グランドホテル前の河原一帯において、９月１０日（土）
には、ＮＴＴボランティアひまわり会とＯＢの皆さん１４０名と、１０月１日（土）に
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はプルデンシャル生命保険（株）の皆さん２０名とメタウォ―タ―（株）４名の皆さん
と当レンジャー協会メンバーとの合同による長良川清掃活動を行いました。
河川利用者の最も多い８月が終わり、河原のにぎわいも一段落といった状況の中でし
たが、回収されたゴミの量は両日合計約１９０Ｋｇと
以外に多く、こうして毎年各企業の方々が積極的に清
掃活動を行っていただけることは、私たちの活動に活
力を与えて下さり、長良川の環境に対する関心の深さ
を感じることが出来ました。今後もこの様な活動が増
えることを願いながら、両日参加された皆さん、有難
うございました。（森瀬

修良）

○則武小学校４年生と野外教育活動
９月２７日（火）則武小学校４年生８０人と野外教
育活動を行いました。この活動を通して、 川の環境と
生き物のつながりに目を向け、自然を大切にしようと
する気持ちをもつ をねらいとして、今年も４年生が、
長良川右岸忠節橋上流１５０ｍ付近にて水生生物によ
る水質調査（パックテストによる水質調査を含む）を
体験しました。環境レンジャースタッフは９人で、子
ども達は、安全管理の協力応援のため参加していただいた父兄の方１３人と先生方全員
と一緒に、水辺での注意事項を聞きライフジャケット着用し、水生生物の取り方の説明
を受け喜び勇んで川に入りました。どの子もとても楽しみにしていた様子で、熱心に魚
をすくう子、石の裏に付いている小石の塊を持ってきて「これ何！」と質問する子、巣
を壊して中にいた虫を出しながら虫の名前（ヒゲナガカワトビケラ）を教えると不思議
そうにしていた子、みんな楽しそうに活動に取り組んでいました。嬉しいことに普段こ
の地域ではあまり見つけることの出来ない「ヘビトンボ」も３匹捕まえることができま
した。ヘビトンボやカワゲラなどを捕まえた子は「これ、僕がとったんだよ！」と自慢
気な顔で嬉しそうに教えてくれました。調査の結果、水質判定はⅡ、
「少し汚い」でした
が、川の中にはいろいろな生物がすんでいること、すんでいる虫の種類（指標）によっ
て水質がわかることを川での楽しい活動の中から学んでくれたと思います。今後、この
ような体験学習を生かし、きれいな長良川を守ってもらいたいと思います。
最後になりましたが、協力いただきましたお父さんお母さん方には、事故もなく無事
に終えることが出来ましたこと感謝いたします。ありがとうございました。
（水生生物調査チームリーダー
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栗本智恵子）

則武小学校４年生の皆さん全員からお礼の手紙をいただきましたので
今月号から順番に紹介させていただきます！
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☆お

知 ら せ☆

☆「ひろえば街が好きになる運動」に参加しましょう！
街の環境美化やマナーの大切さに気づいて頂くことを目的に行われている清掃活
「ひろえば街が好きになる運動」。全国各地のお祭りやイベントで実施されています。今
回、第２５回岐阜県農業フェスティバルの会場にて、この活動が実施されます。皆さん
お誘い合わせの上ご参加下さい。
日

時：１０月２２日(土) １０：００〜１６：００
１０月２３日(日)

９：００〜１６：００

清掃拠点：岐阜県庁、県庁広場付近
主

催：ＪＴ（日本たばこ産業（株）

協力 環境省

※清掃活動に参加される方は、受付場所にてゴミ袋とトングをもらい、会場周辺のゴ
ミを集め、清掃拠点にご持参下さい。もれなくＪＴオリジナルグッズがもらえます！！

☆「第３回長良川を美しくしよう運動」参加のお願い☆
昨年より

標記の活動に「長良川環境レンジャー」も参加しています。

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〜

清掃場所：

鵜飼大橋上流〜忠節橋下流までの両岸４㎞

※私達、長良川環境レンジャーの担当区域は 雄総グランドホテル前の河原
集積場所：

指定された地点（ごみステーション地図、事務所にて確認下さい）
参加方法： ６時３０分センター集合開始

☆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２９日（土）８時４５分〜１１時 場所：長良橋下流右岸（尚子ロード）
内容：８：４５〜９：００
９：００〜１０：３０

開会式
清掃活動開始（出発）

１０：４５〜１１：００ 閉会式
１１：００〜

撤収

※先月号にてご案内いたしました開催日の１０月２３日（日）を訂正いたします。
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☆第４回ながらっ子レンジャー自然体験活動をおこないます！
身近な自然とふれあい学びおおいに遊ぼう！

と題して、下記の日程で自然体験活動

を行います。
●第４回

11 月６日（日）

揖斐川で宝探し！化石をさがしてみよう！（レプリカ
を作ってみよう）魚とりと野鳥観察

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。
今回は残念ながら投稿がありませんでしたので次回をお楽しみに！
※次回は、再度、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（１０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
○事務所に冷蔵庫を寄付していただきました
７月下旬、突然事務所の冷蔵庫が壊れてしまいました。会員の皆様に不
要な冷蔵庫がありましたらとお願いしておりましたところ、会員の梶浦敬
一さんが寄付をして下さいました。本当にありがとうございました。

○環境監視センターへの来訪者ご紹介
９/２１

プルデンシャル生命保険（株）古田さん

９/２３

エヌエスネット 高屋さん

９/２７

琵琶湖河川事務所石井さん他３名

９/２８

長良東小学校

10/ ４

ＪＴ日本たばこ産業 芥子川さん

10/ ５

巴産業 松井さん

10/ ５

広告シナジー

９/２６

永井建設

古田さん

(独)水資源機構

酒田さん

古川先生
境田さん

五十川さん
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河出さん

山田さん

10/16〜11/15の環境レンジャー活動予定お知らせ、ご案内
日

曜日

活動・イベント

☆河原活動終了式

河原活動終了式(9:30〜）
10月16日 日
打ち上げバーベキュー(11:30〜）

（日
時）１０月１６日(日)９:３０〜（小雨決
行）
（場
所）長良川上流右岸河原入口
(ｽ ｹｼﾞｭｰﾙ）9:30〜10:00 河原活動終了式
10:00〜11:00 河原清掃活動
11:30〜
打ち上げバーベキュー
※みんなで食べて飲んで話して･･･日頃なかなか会
えない人とも親睦が出来る機会です！みんなで楽し
く交流しましょう！！
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月

18
19
20

火
水
木

21

金

22

土 ＪＴ主催：ひろえば街が好きになる運動

23

第３回長良川を美しくしよう運動(6:30〜）
日 ＪＴ主催：ひろえば街が好きになる運動

24

月

25

火

26

水

27

木

28

金

29

土 ウォーク（長良川清掃）

30

日 第１０回岐阜市まるごと環境フェア

31

月

11月1日

火

2

水

3

木 定休日

4

金

5

土 定休日

6

日 第4回ながらっ子レンジャー自然体験活動

7

月

8

火

9

水

10

木

11

イオン幸せのｲｴﾛｰﾚｼｰﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
金 （お買い物はイオン岐阜店へ）
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土 定休日

13

日 定休日

14

月

15

火

☆第３回長良川を美しくしよう運動
（日
時）１０／２３（日)６：３０〜
（清掃場所）長良川右岸
（雄総・グランドホテル前の河原）
※当日は現地集合でお願いします

☆岐阜伊奈波ライオンズクラブさん
長良川清掃活動（クリーンウォーク）

岐阜伊奈波ライオンズクラブ長良川クリーン

（日
時）１０／２９（土)8:45〜11:00
（場
所）長良橋〜忠節橋の区間(2.5km)
※皆さんご協力お願いします
（８：１５集合：テント設営）

☆第10回岐阜市まるごと環境フェア
（日
（場

時）１０／３０（日)９：３０〜１５：３０
所）ＪＲ岐阜駅北口駅前広場
じゅうろくプラザ他
※皆さんお誘い合わせの上是非ご参加ください。

☆第４回ながらっ子レンジャー自然体験活動！
〜身近な自然とふれあい学びおおいに遊ぼう！〜
年間通しのプログラムにて子どもの自然体験活動
を実施しています。４回目は揖斐川の自然とのふれ
あいです。
（日
時）11/６（日)9:00〜17:00
（活動内容）化石を探そう（レプリカを作ろう）
野鳥観察と魚とり
（活動場所）揖斐郡池田町八幡、揖斐川

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。

11月〜3月の間、 事務局は平日は9〜18時まで 開いてい ます
が、土･日･祝日はお休 みです。 ただし、河原活動等がある日
は開いて います。ホームペー ジにも通 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。
http://www2.odn.ne.jp/nagaragawa
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【編集後記】
今年の夏は例年とは違い河川利用者のマナーの乱れ
か、ゴミの散乱状態が目立っていました。会員の皆さん
が一生懸命努力しても、こんな状態は虚しい気持ちにな
る事でしょう。河原のゴミ問題の解決なくして「清流の
国ぎふ」づくりは成せるのでしょうか！！と私は個人的
にいつも思う事です。
さて、いよいよ明日は河原活動終了式です！終了式を
終えると、通常の河原活動から各月１回の活動になり、
１１月からは第３土曜日の10時から活動を行います。
シーズンオフ期間になっても活動はまだまだ続きますの
で、皆さんよろしくお願いします。
（広報チームリーダー 垣添）

