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☆環境功績団体として環境大臣賞を受賞しました☆
平成２３年１０月３０日、天皇皇后両陛下ご臨席のもと第３１回全国豊かな海づく
り大会（鳥取大会）が行われ、両陛下の御前で、環境大臣賞（全国で３団体）の代表
として、NPO 法人長良川環境レンジャー協会が表彰を受けました。また前日の１０
月２９日の夕方には鳥取県知事主催のレセプションに招待されまして、図らずも両陛
下より御言葉を頂戴し、わずかな時間でしたが、お話申し上げることができましたこ
と、一生の感激と心に刻みました。この栄誉は会員の皆様は勿論のこと行政、関連団
体や企業の皆様のご指導と協力の賜物であります。
申すまでもなく、国にとりまして今年３月に発生した東日本大震災の復興が第１で
ありましょう。中部地域におきましては、森、川、海をテーマに伊勢湾流域圏の環境
再生であり、岐阜県では、清流の国ぎふづくり計画や、清流国体の成功など多くの計
画がございまして、活動範囲も年とともに広域的になり、他の活動団体との連携も重
要さを帯びるものと予想されます。こうした動きへの対応も含め、当協会の運営(経営)
のあり方、清新なリーダーは？マネージメントは？会員の増加対策は？などなど改善
事項も多く。この表彰を一つの契機として、新しい一歩を踏み出したいと切望し、皆
様の更なるご協力をお願いする次第であります。

（理事長

鳥取県農林水産部全国豊かな海づくり大会推進課より（写真提供）
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友保

有起）

１０月．１１月の環境レンジャーの主な活動

10 月１５日

長良川流域連携ゴミネットワークづくり出前清掃活動

10 月１６日

長良川環境巡視活動終了式

10 月２２日･２３日
10 月２９日

ＪＴ主催「ひろえば街が好きになる運動」に参加
岐阜伊奈波ライオンズクラブさんと長良川清掃活動
第３１回全国豊かな海づくり大会鳥取大会に参加

10 月３０日

第１０回岐阜市まるごと環境フェアに体験ブース出展

11 月

第４回ながらっ子レンジャー自然体験活動

６日

○「長良川流域連携ゴミネットワークづくり」下流域出前清掃活動
10 月 15 日に下流域出前清掃活動に参加しました。
今回、当協会からは 4 名の参加で現地に向かいました。
生憎の雨でしたが、現地に到着後、木曽三川ごみの会の
皆さんとの挨拶もそこそこに、早速雨合羽を着て、既に
作業中の現地メンバーに合流し、ごみ収集作業に取り掛
かりました。我々の地域
とは全く異なり、増水
（？）でなぎ倒された葦を踏みしめゴミを拾い始めまし
た。ペットボトルや発泡スチロールの破片等に交じって、
流木、タイヤ、小型消火器、産廃ゴミ（？）と思しきゴ
ミ等々。普段の河原活動ではお目にかかれない様な物が
多々有り、ただただビックリ。
総勢 40 名程で１時間足らずの作業でしたが、軽トラ
ック３台程のゴミと２トントラックに大きな流木が回収
されました。雨が降り続いていたので十分な活動が出来
なかった思いはありましたが、仕事をした充実感は多少
なり持てました。ただ、現地グループの方々とは話をす
る時間も無く、今回の目的であった交流活動としては、
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少し不十分だったかな？との思いも残りましたが、帰り際に先方の役員の方から声を掛
けていただき、収集ゴミの集積場に案内して貰いました。そこで回収済みのゴミの山を
見てその多様さにまた驚いてしまいました。
ゴールの見えないゴミ収集活動ですが、地道な活動を続けていき少しでもゴミのない
河原になれば良いなと思いながら帰ってきました。

（No １４０３

久松 四郎）

○平成２３年度長良川環境巡視活動終了式
３・１１東北大震災の災害に心を痛め、ささやかな気
持ちから募金を行い 4 月河原活動開始式を行ってか
ら半年、この１０月１６日には河原活動終了式を迎え
ました。今年の夏も遅い時期まで猛暑のなか、河原清
掃に、マナーアップ啓発に、河川利用調査にと無事終
える事が出来、活動していただいた会員の皆さん大変
御苦労様でした。また今年も多くの企業、団体の皆さ
んのクリーン活動が行われ、私達も協力参加出来た
事は良かった事でした。ゴミは相変わらず減る事は
ありませんが、毎年コツコツ活動しているからこそ、
今の長良川がきれいだと私は思います。行政の方々
の温かい励ましに、これからも自分に責任をもって
活動に頑張って行こうと思っていますのでよろしく
お願いします。
（河原活動チームリーダー 小野憲次）

○ＪＴ主催「ひろえば街が好きになる運動」に参加
１０月２２日（土）２３日（日）の２日間、第２５回
岐阜県農業フェスティバルの会場にて、今年もＪＴ（日
本たばこ産業）主催の「ひろえば街が好きになる運動」
が実施されました。この活動は、街の環境美化やマナー
の大切さに気づいてもらうことを目的に行われている清
掃活動です。長良川を中心とした河川の環境保全を図る
ため、清流長良川を後世に引き継ごうと通常は河原で清
掃活動をしているレンジャーメンバーも、２３日は、農業フェスティバルの会場にて街
の環境美化活動に精を出しました（？）。
例年通り、農業フェスティバルの会場は大変な賑わいで、人の波と波の間を縫っての
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ごみ拾いとなりました。会場に設置された数多くのゴミ箱の効果もさることながら、今
年で５回目を迎えるこの活動が来場者に定着し、 ゴミは
捨てない！

という気持ち、みんなで街をきれいにしよ

う！との思いが、マナーアップに繋がってきている感を
強くうけました。また、地域で活躍するエコリーダーを
目指すながらっ子レンジャーも学生レンジャーの数名も
自主的に参加してくれたようです。このような報告を聞
くと、私達が実施している「自然体験活動」を通して環
境についての意識が向上してきているのだと実感します。嬉しいですね。この喜びが今
後の活動の励みとなってまた頑張れそうです。

（環境教育チーム 名和

あけみ）

○岐阜伊奈波ライオンズクラブさんと長良川クリーンウォーク
第 10 回目を迎えた岐阜伊奈波ライオンズクラブス主
催「長良川クリーンウォーク」が 10 月 29 日（土）に、
ボーイスカウトの皆さん、岐阜済美女子高校の皆さん、
一般参加の皆さん、我々レンジャー含め総勢 230 名にて、
長良橋を起点として金華橋に向けて行われました。
クリーンウォーク開始
に先駆けて、今年もレン
ジャーハットの贈呈をいただきました。例年以上に暑か
った夏場の活動も、このレンジャーハットのおかげで熱
中症等かからず全員無事に活動することが出来ました。
有難うございました。
シーズンオフに入った河原は、一見きれいに見えまし
たが、皆さんの大きな力のおかげで回収されたゴミの総量は、例年よりもやや少なかっ
たものの 113kg もありました。参加された皆さんはゴミ拾いの大変さと、安易にゴミ
は捨ててはいけないという思いを強くされたことだと思いました。皆さんお疲れ様でし
た。

（副理事長
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森瀬

修良）

○第１０回岐阜市まるごと環境フェアに参加
生憎、小雨が舞う日のイベントでした。協会とし
てなぜ会員の勧誘やＰＲの場にこのイベントを積
極的に活用しようという行動がないのか？多くの
会員がイベントに参加しないのはなぜなのか？と
思いながら、せめて自分は行動で示さねばという気
持ちで参加しました。
今年は、新たに環境教
育活動パネルを２枚作りました。 竹を使ってのカニ作り 、
長良川の石にデコパージュ の２つを中心に来場者の皆さ
んに体験してもらいました。 また、今年は初めての試みと
して、環境レンジャーの自動車が古くなったことから、少し
でも購入基金にと市当局の許可を得て、地元天然木加工業者
（エコ建築考房さん＝古津）から廃材を戴き､糸鋸で動物の型を切り抜いた作品と河原の
森で拾った銀杏を袋詰めしたものを来場者に買っていただきました。
この日は、岐阜市長・木曽川上流河川事務所副所長さんがブースへ来て下さいました。
体験活動への参加者も多く、全員が昼食を終わるのが２時を過ぎるほどでした。他のブ
ースからずいぶん改革されていますね！という声に、次年度への活動エネルギーになっ
た一日でした。

（環境教育チーム
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堀部 倭男）

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
紹介させていただきます！
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☆お

知 ら せ☆

☆1１月の河原活動は 1１月１９日(土)10:00〜12:00 です！
通常の河原活動は 10 月で終了しました。11 月〜3 月の間は、毎月第 3 土曜日 10
時〜12 時に河原活動をおこないます。シーズン後も、長良川の環境監視活動はとても
大切です。たくさんの会員の目で現状を確認するため、みなさんぜひご参加ください。
（ 河 原 活 動 日 予 定 日：12 月 １ ７ 日、1 月 ２ １ 日、2 月 １ ８ 日、3 月 １ ７ 日 ）

☆みんなで行こう！参加しよう！竹林広場まつり
今年で１４回目を迎える竹林広場で行われるおまつりです。日頃の疲れを竹林の中で
癒しませんか？尺八演奏や早田太鼓を聴きながら･･･焼き芋をいただいて･･･竹細工に挑
戦！イベント盛りだくさん、皆さん参加しましょう！
日時：１１月２３日（水･祝）１２時３０分〜１５時００分
場所：長良川右岸 竹林広場（鵜飼大橋上流２５０ｍ）
主催：竹林広場まつり実行委員会

長良東自治会連合会

☆特定外来生物移入防止研修会が開催されます！
木曽三川（木曽川・長良川・揖斐川）で特定外来魚や特定外来植物が確認されたこと
を受けて、豊富な淡水魚や在来植物が生息する自然豊かな環境を守るため、特定外来魚
や特定外来植物の駆除や拡大防止の対策の取り組みが行われています。
今回、行政、環境団体、市民が一緒になって学び、考え、行動する機会となることを
期待し、特定外来生物移入防止研修会が開催されます。興味のある方は、是非参加して
下さい。
日時：１２月３日（土）１３時００分〜１７時００分
場所：大垣市北地区センター
主催：木曽三川フォーラム

共催：国土交通省木曽川上流河川事務所

☆長良川流域年末清掃プロジェクトに参加しよう！
森・川・海の連携を活かした清流の国づくりを進めるため、長良川上流域から下流域
までの流域の住民の皆さんがともに参加し、協働・連携しての清掃活動が行われます。
会員の皆さん、地域の皆さんと交流しながらみんなで清掃活動をしましょう！
日

時：１２月１１日（日）９時３０分（受付）〜１１時３０分

集合場所：中流域：岐阜グランドホテル前の河原
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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２０回目は、会員ＮＯ１３０４の白木康博さんと会員ＮＯ１３０９の杉
山俊一さんからの投稿です！
昭和３０年代後半頃の中川原あたりは昼でも薄暗く、川への通り抜けは勇気のいる「金
華やぶ」がレンジャー協会の少し上流までありました。その中にはブドウやイチゴ畑が広
がり、今思い出しても楽しく、滑稽で少しほろにがい出来事がありました。「ブドウを頂
き紙袋に詰め、自転車の荷台にゴム紐で縛り付け、デコボコの砂利道を喜び勇みペダルを
踏み家に着いたら、濡れ破れた紙袋だけが残っていた（残念）次の日、学校から帰ると沢
山のイチゴを叔母さんが持ってきて下さった（うれしかった）古津から夜道の帰り、星空
を眺めていたら生り物が目に入り手を出そうとしたとき、頭上から大きな声、ビックリ、
心臓が止まりそう。また、夏の河原ではテントの中で冷たいスイカを売っていたが、半分
から３分の一赤い部分の食べ残しスイカが目立った。今から思えばこの食べ方が一番美味
しいと・・・」こんな思い出深い河原での活動、３年目に向けて新たな気持ちで頑張って
いきます。

（白木

康博）

〜今年の河原活動を振り返って〜
２年目を迎えた今年の活動は、６月に揖斐川流域の環境調査、７月、８月には、千鳥橋
付近のアンケート調査やマナーアップキャンペーンに参加させていただき、昨年とは違っ
た新しい経験をさせていただきました。今年の夏は猛暑の日が続いたせいもあって、長良
川に涼を求めて沢山の人々がやって来ました。水遊び、ゴムボート、水上バイク、バーベ
キュー、夜には花火と精一杯楽しんで帰っていくのでしょう。毎週土曜日の午前中に河原
活動に参加すると、１週間分の大量のゴミが無法に放置されています。その中でも、私が
特に気になったゴミのベスト３を紹介します。
①まだ新品じゃないのと思われるバーベキューセット一式のいくつものゴミ
②中途半端にゴミの分別をして持ち帰るつもりが何故か草むらに隠すように置いて
ある大きな袋のゴミ。
③誰か１人が置いていったゴミ袋がいつの間にか４〜５袋になってそれがカラスの
餌食になって散乱しているゴミ。
こうした様々な形で放置されているゴミが、いつかは無くなる日が来る事を信じて、
先輩達が永く続けてこられた河原啓発活動を今後も地道に継続していきたいと思います。
（杉山
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俊一）

※次回は、会員ＮＯ１３１９の梅田次郎さんと会員ＮＯ１３５３のリチャ
ード・パーマさんにお願いします。
〜 〜〜〜〜〜事務局より〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

○会員数報告（１１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 11 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
○ご協力してくださったみなさまありがとうございました
岐阜市まるごと環境フェアの当協会テント内にて、来場者の皆さんへ、活動へのご
協賛（河原の森で拾った銀杏と廃材から作った動物の木工品に対する代金）をお願いし
たところ多くの方にご協力いただきました。

○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、シーズンオフの河
原活動にぜひお誘いください。よろしくお願いします。

○環境監視センターへの来訪者ご紹介
10/ ６

琵琶湖河川事務所石井さん他３名

10/18

ハートリボン 遠藤さん

10/２6

キャノン 高井さん
（社）岐阜県ビルメンテナンス協会

10/31

岐阜北郵便局 吉田さん

11/ １

キャノン 吉川さん

11/ ２

(独)水資源機構

酒田さん

11/ ４

エヌエスネット

高屋さん

11/ ８

岐阜市 服部さん

松尾さん

奥村さん 安河内さん

岐阜県

エヌエスネット 高屋さん
11/ ９

岐阜伊奈波ライオンズクラブ

11/14

キャノン

高井さん

ハートリボン

遠藤さん
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羽山さん

後藤さん

11/16〜12/15の環境レンジャー活動予定お知らせ、ご案内
日

曜日

11月1 6日

水

活動・イベント

17

木

18

金

19

土 長良 川流 域連携 ゴミ ネッ トワーク共同ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

20

日 定休 日

21

月

22

火

23

水 第１ ４回 竹林広 場ま つり

24

木

25

金

26

土 定休 日

27

日 定休 日

28

月 清流 の国 ぎふづ くり 県民 連携会議(14:00〜） ☆特定外来生物移入防止研修会

29

火

☆１１月の河原活動のご案内

河原 活動 (10:00〜12:00）
活動

（日
時 ）１１月１９日(土)10:00〜12:00
（ 集合 場所 ）長良川環境監視 ｾﾝﾀｰ
※ シー ズン オフは毎月第３土 曜日 が河原 活動 日で
す。
皆さ ん是 非参加して下さい 。
※ 今後 の河 原活動予定日
１２ 月１ ７日(土)１ 月２ １日(土)
２ 月１ ８日(土)３ 月１ ７日(土）

☆第１４回竹林広場まつり

定休 日

（日
（場

時）１０／２３（日)１２：３０〜１５：００
所） 長良川右岸 竹 林広場
（鵜飼 大橋上流２５０ｍ）
※地域との交流です！皆さん参 加しましょう！ ！
早田太鼓や尺 八演 奏などの 竹林コンサートや竹 細工
の実演などお楽しみイベントが 盛りだくさんですよ。

（日 時）１２／３（土 )１３：００〜１７：００
（場 所）大垣市北地区センター
※ 参加 申込み 、お問 い合せは木曽 三川 フォーラム事務局
まで
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土 特定 外来 生物移 入防 止研 修会
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日 定休 日
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月

6
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7

水

8

木

9

金 通信 編集 会議(14:00〜）

定休 日

10

土 定休 日

11

長良 川流 域年末 清掃 プロ ジェクト
定休 日
日 イオ ン幸 せのｲ ｴﾛｰﾚｼｰﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
（お 買い 物はイ オン 岐阜 店へ）

12

月

13

火

14

水

15

木 通信 発送 作業(15:00〜）

☆ 長良川流域年末清掃プロジェクト
〜 長良 川上 流域から下流域ま での 流域の 皆さ んが 参
加 し、 協働 ・連携して清掃活 動を 行なわ れま す。
（日
時）１２/１１ （日 )９:３０〜１１:３０
（清 掃場 所）中流域：岐阜 市長 良川右 岸
鵜飼大橋〜長 良橋
（集 合場 所）岐阜グランド ホテ ル前河 原
※み んなで参加して交流を深めま しょ う！

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】
河原活 動も シー ズンオフ期間を迎えま した 。今年 は
暑 い夏が いつ まで も続き、気が付けばあ っと いう間 に
秋 を通り 越し て冬 の到来です！温度 差が 激し いので 皆
さ ん健康 には 十分 気を付けて下さい ね。
11月か ら月１回の活動と なり ます が、オフ期間も
長 良川の 環境 監視 活動は大切です！引き 続き 第３土 曜
日 の活動 には 皆さ んの元気な顔を見せて 下さ い。
先日、 第３ １回 全国豊かな海づく り大 会(鳥取大 会)
に て、当 協会 が功 績団体として環境 大臣 賞を 受賞し ま
し た。こ の栄 誉あ る賞をいただけた のも 、ひ とえに 会
員 の皆さ んの 長年 の地道な活動のお陰だ と感 謝して お
り ます。 と同 時に 、行政・関係団体、企 業の 皆様方 の
ご 指導と ご協 力の 賜物であると思ってお りま す。本 当
に 有り難 うご ざい ました。感謝の気持ち を胸 に、今 後
も 一段と 活動 を活 発にし、「清流長 良川 」の 実現に 努
力 してい きた いと 思います。皆様、ご協 力よ ろしく お
願 いしま す。

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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