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みんな大好き！ 

長 良 川 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長良川環境レンジャー通信 

第 １５４ 号  

２ ０ １ ２ . １ . １ ６ 発 行 

（連絡先）               ホームページ 

〒502-0071 岐阜市長良堤無番地   http://www.business1.jp/nagaragawa/ 

長良川環境監視センター内    E-メール nagaragawa@par.odn.ne.jp 
 NPO 法人 長良川環境レンジャー協会  （TEL&FAX）058－２９４－３９７１ 

ながら君 

☆２０１２年年頭のご挨拶☆ 

NPO 法人長良川環境レンジャー協会 

理事長 友保 有起 

 

 

新春を迎え、皆様のご多幸をお祈り申し上げます。 

２０１２年という新しい年がやってきました。”辰の年“政治に、経済に、そして私

どもの活動にも積極的な革新が実施され、成果の現れる明るい昇り龍の年であるこ

とを期待いたします。 

NPO 法人長良川環境レンジャー協会は、昨年１０月に環境功績団体として、環境

大臣賞を受賞し、天皇、皇后両陛下より励ましの御言葉を賜りました。会員の皆様

のみでなく、発足以来の諸先輩方のご活躍の賜物でありまして、この上のない光栄

であります。と同時に私どもには更なる飛躍をしなければならないという重責を両

肩に感じる年頭でもあります。 

今年を予測しますと、全国的には"水シンポジュウム岐阜“が７月に実施され”源

流シンポジュウム”にも相当するものでありましょう。中部地区においては伊勢湾

流域圏の環境ネットワーク活動の活性化であり、岐阜県においては、“ぎふ清流国体･

ぎふ清流大会”の成功や、清流の国ぎふづくり活動の具体的な一歩が踏み出される

年であります。このような背景の中で、私どもの協会におきましても、会員の皆様

の英知を出し合い、今まで未消化であった胃の中もすっきりさせて、新年度の活動

方針の設定や体制の改善を図り、より行動的なレンジャー協会へと飛躍してゆきた

いものと念願いたします。                  
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○シーズンオフも河原活動実施中～みんなで楽しく～  

通常の河原活動は１０月で終了しましたが、シーズン

後も長良川の環境監視活動はとっても大切です。11 月

からは毎月 1 回河原活動を行っていますが、11 月はあ

いにくの雨で活動が出来ませんでしたが、12 月 17 日

（土）に「シーズンオフの活動参加者はどうかな」とい

う心配も外れ、10 人が集まり活動を行いました。誰も

いない河原での活動、河原の風景に溶け込み、ふ

と目を閉じると、バーベキュー利用者の歓声、子

供達のはしゃぐ声、音楽の音、水上バイクの騒音が頭の中をよぎり、ボーツとわずかの

時を過ごしました。 

今はレンジャーの活動風景が遠くに見え、川の流れの音が聞こえ、歩くたびに河原

の石が音を立てる中、直火の跡、放置ゴミが散見されました。この様にシーズンオフ

の活動もまた変わった趣があります。皆さんの目で長良川の現状を確認しながら 3 月

まで毎月第 3 土曜日の 10 時から 12 時までの活動にぜひ参加して下さい。シーズン

中とは違った長良川を見ることが出来ます。みんなで楽しく活動したいと思っていま

す。                    （河原啓発活動チーム 森瀬 修良） 

 

○２０１２年に向けて  

 

新年おめでとうございます。 

昨年新年号にて「うさぎ年・跳ねるか株価！」跳びはね、飛躍する年であって欲しい

との願いを書きましたが、とんでもない[３・１１]により、この先の不安を掻き立てら

１２月．１月の環境レンジャーの主な活動 

１２月１７日  １２月度 河原活動 

１２月２８日  環境監視センター大掃除 

 １月１７日  伊勢湾流域圏再生ネットワーク世話人会に出席 

１月２１日  １月度 河原活動、会員親睦会 

１月２８日  理事会 

           

 

 

▲長良橋下流右岸 52km 地点の河原の状況 
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れる年となってしまいました。家を流され家族を失いながらも、窮境のなか自らの力で、

必死に復興に立ち上がっている被災地の皆さんの姿をテレビで紹介、報道されはじめ、

胸の熱くなる思いをしています。何も支援らしき事の出来なかった自分に、今年こそ何

か？と奮いたたせる気持ちを持ちながら、正月が過ぎてしまいました。 

ようやくＨＰも立ち上げることができました。通信に関するアンケートに対し、回答

いただいた方からは全員通信は見ている、他貴重なるご意見もいただき嬉しく感じまし

た。中には１号から現１５３号まで全部保存している、２００号になったら製本する予

定だと励ましもいただきました。通信の充実の為にも、会員の皆様からの情報提供によ

る記事の投稿も考えています、また編集に関わってみたいなど忌憚のないご意見をお願

いいたします。本年もよろしくお願い申し上げます。  

（広報機関誌チームリーダー 垣添 吉厚） 

 

☆お 知 ら せ☆ 

☆１月の河原活動は１月２１日(土)10:00～12:00 です！ 

11 月～3 月の間の河原活動は、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：  1 月２１日、2 月１８日、3 月１７日）  

 

☆新年会をおこないます！ 

 来年度も楽しく活動するために･･･慰労と会員の皆さんの親睦を深めるため新年会

（ランチ会）を行いたいと思います。皆さんの多数のご参加お待ちしています。 

日時：１月２１日（土）１２：００～（河原活動終了後）１４：００ 

場所：キャラバン・サライ（岐阜市雄総桜町 4-21 ☎231-1269） 

会費：１，０５０円 

河原活動で汗を流した後、昼食を兼ねた親睦会を用意しました！午前中は都合のつ

かない方も午後から参加して下さい。（河原活動ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰより） 
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※会員の皆さんの様子をお伝えするコーナーです。  

第２１回目は、会員ＮＯ１３５５の村橋義弘さんと会員ＮＯ１３５６の集

治良成さんからの投稿です！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次回は、会員ＮＯ１４０１の小島力さんと会員ＮＯ１４０３の久松四郎

さんにお願いします。  

会員紹介コーナー 

金華山の山頂に佇む岐阜城、その麓にて鵜飼が行われる清流長良川の景観が大変気に入

っております。また、生まれ育ったところですので懐かしい風景です。最近は、カラオケ

で長良川演歌と古城をレンジャーのＳさんと歌うことが多いです。        

この長良川の中流域は、昭和６０年に環境省選定の名水１００選に選ばれ、さらに、清

潔で安心な日本で唯一の河川の水浴場として、平成１０年に日本の水浴場５５選に、後に

平成１３年には８８選に紹介されています。このような清流が河川の中流域にあり、４０

万都市の中心部を流れているのは、長良川だけではないかと思っております。 

河川の中流域はどうしても、人口が多いところを流れてきますので、生活排水で汚染さ

れ水質基準のＢＯＤ値が良くないことに大変危惧しています。 

１２月１１日に行われた流域ネットワークによる長良川の上流～下流までの清掃プロ

ジェクトの取り組みは、大変意義あることだと思って居ます。今後機会があれば、是非ま

た参加しようと考えております。                   （村橋 義弘） 

 

 １．金華山を戦国時代の姿に！ 

１．金華橋通りの中央にランニングコースを！（車の為でなく人が中心の街づくり） 

岐阜市など７市と筑波大学による「健康長寿社規を創造するスマートウェルネスシティ

総合特区」に指定された岐阜市民の将来願望として、全国に誇れる日本一健康市民に成る

為、一部的な整備ではなく一点集中的に予算配分をし、全国的に注目される元気な岐阜市

を夢見てはどうでしょうか！ 

若い世代から、「岐阜市へ友達が来ても連れて行く所がない。」などと聞く事が時々あり

ますが、金華山に登って織田信長の気分を味わってみたり、歩いたり走ったり、柳ヶ瀬も

見ながらゴミのない長良川沿いで地産地消の弁当をほうばる、なんて姿は本来の人間的で

Ｇｏｏｄではないでしょうか。一徹でテナーサックスが好きな細江市長には、是非期待す

るところです。                          （集治 良成） 
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～初春  川下り～  

今日は１月２日（祝） 天気は快晴（※天気予報で

は）！ 集合前にはまさかの雨で今日は天気予報をも

覆すまさかの天気？と思いましたがそこは選ばれし

精鋭達の力か？見事に快晴に！しかも微風のベスト

コンディションに！！ 

環境教育チームの呼びかけで集合した精鋭達計 8

名で、長良川をボートで下ることに！もちろんただの

大人遊びではないですよ。会員の勧誘・現地研修をテーマにして長良川の流木などを含

むゴミ問題の現状調査を兼ねて、川下りをおこないました。 

準備を整え早速、約９ｋｍ先のゴール地点河渡橋を目指して出発。鵜飼大橋を出艇し

１５分ほどで金華山の麓左岸側で流木の山を確認。川沿いの木々に引っかかるゴミの高

さから洪水時の水位上昇もわかります。中にはカラスの巣がありゴミと間違えそうな物

もあります。この時期カラスは巣を使用していないので空家になっている。カラスだけ

に空巣（からす）なんてことを心で呟きながら…。 

長良橋を通過し、ぎふ清流国体のメイン会場となる

川岸に到着するとテトラポッドが並ぶ川岸にはごみ、

ゴミ、GOMI。石油製品から流木などやがて自然に還

る自然ゴミがあふれかえっていました。これはなんと

かせねばという思いから清掃活動もしましたが約１

５分で山いっぱいの量になるほどです。流木などゴミ

は川岸だけにとどまりません。水深の深い水中を覗けばどこから運ばれてきたの？って

思うほどの大きな流木が点々としていました。 

 道中で出会う人たちと会話したり、凧上げの姿を見たり、野鳥を観察したり各々が楽

しみながらゴミの実態を記録していきました。「何してるの～？」とか「誰ですか～？」、

「どこまで行くの？」などなどいろんな人たちと交流できたこと、これも今回の調査に

おいて大きな収穫であったと感じています。余談ですがボートからの野鳥観察は、ボー

トの心地よい揺れが双眼鏡の最大の敵であったり、鳥たちが警戒して逃げてしまったり

非常に厳しいものでした。微笑ましい凧上げの姿を見ながらあの凧は「きっと冬鳥」で、

しかも「絶滅危惧種」ではないかと一人で勝手に感じていました。正月の凧揚げの風習

は絶えないでほしいものです。 

新春特別寄稿 

ぎふ清流国体のメイン会場側の現状 

金華山の北斜面を見ながら下る 

金華山の北斜面を見ながら下る 
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 夢中でボートを漕ぎ 13 時、忠節橋を通過したところで右岸側のテトラ帯に停留し、

ようやく昼食タイム。もちろんゴミ拾いをしてしっか

り働いた後のことですよ。この場所は今回の行程の中

でも一番ゴミが多かったといっても過言ではないく

らいありとあらゆるゴミが集まり、木々にはクリスマ

スツリーのようにゴミが飾られた状態でした。枯れ枝

を利用し餅を焼き、ようやく昼食。焼き餅はのりを巻

いて醤油でいただくのが一番。醤油は持ち合わせがな

かったですがのり巻きで…。アツアツのお餅をいただ

きま～すって。実際のお餅は素焼き、きれいにのりを巻いたかのように焦げで化粧され

たお餅でした。味は香ばしく素朴なお味でしっかり働いた後だったのでおいしく感じま

した。昼食を終え、再出発。川岸の乾木を使ってのＢＢＱ体験や自然クラフト体験、「こ

の木なんの木気になる気になる♪」を歌いながら子供たちとゴミ拾いをしてみたな～と。 

再出発で迎えてくれたのは強風と風に乗って飛んでくる雪、大自然のサービスでした。 

自然に負けずボートを漕ぎいよいよ調査も終盤へ。両満川排水機場でカワセミ、小紅の

渡しではイタチに出会い、数年前にＫ坊が飛び込みをした現場に到着。自然とまわりか

ら今年は飛び込まないのかな？とＫ坊に聞こえるように前振りが。しぶるＫ坊にとって

は幸運な出来事か？小紅の渡しの待合小屋に赤旗が掲げられており結果飛びこみを免れ

ました。下流に進むにつれて河原は大きくなり河畔林も発達してゆきます。しかし、そ

こにたまるゴミの量も次第に多くなることを実感しながら１５時半ころ無事にゴール。 

この調査を終え、川岸にたまるゴミの問題、そのゴミが与える生物への影響や景観の

問題、それだけでなく河床の変化、構造物の影響、川の形態など川の変化などいろんな

ことを考えるきっかけができたこと。久しぶりに仲間に会えた、ボートから人との交流

ができたこと。このきっかけを与えてくださってことに感謝し、また季節を変えて参加

したいと思いました。 

活動を終えて各々の感想とコメント 

千葉 上流（郡上）に住んでいる人間として、上流にはこのようなゴミがたまるところ

はほとんどなくやはりゴミは下流の方にたまるんだな～感じた。どのようにしてあれら

のゴミを処理していくのかが課題である。上・中・下流各流域の人が交流していく必要

性を感じた。 

後藤 川からの目線で見る機会はあまりないので貴重な体験であった。このようなプロ

グラムがあっても良いと思う。 

酒井 初めての経験で楽しかったです。今日のゴミを見てゴミを拾い続けないといけな

いと感じた。いつも堤防を車で通っているけど川岸はきれいに見えていた。しかし、川

忠節橋下流では･･･ 
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からの目線（間近）で見ると汚れていた。ゴミを拾わないといけない。 

平工 ゴミの中には風や川の流れで移動するものなどいろいろあるけど個人できること

はまず個人で何とかしないといけない。 

庄司 思ってっていたよりも少なかった印象を受けた。石油製品がかなり多かった。流

木などの自然素材は生活の中で消費できるような工夫を考えないと・・・。 

河合 木曽川に比べるとゴミが少ない印象でした。今日のような経験をした人がより多

くの人に伝えていくことが必要で、多くの人に体験をしてもらうことも必要。実体験か

ら川の現状を知り守っていく人材を育むことが大切である。 

北川 上流はやはりゴミが少ないでも下流に行くにつれてゴミが多くなることが現状で

ある。個々のレベルの問題もあるが地域の連携が必要になる。広い視野で考えていくこ

とがこれから必要です。 

梶浦 本日は呼びかけでこれだけンメンバーが揃い協力してくれたことに感謝しており

ます。 

☆拾ったゴミを乗せる目的で用意したインフレータブルボートには､ゴミが多く乗せる

事ができなく、拾ったゴミは袋に入れそのまま堤防に置いておき、３日午後軽トラック

で回収し計量したら８８キロありました。 

               （記録 環境教育チーム 後藤 真一 河合 敏雅） 

～～～～～～事務局より～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○会員数報告（１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 24 年 1 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 

○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  

12/26  岐阜信用金庫 楳坂さん (独)水資源機構 酒田さん 細江さん      

12/27  ハートリボン 遠藤さん 12/28  三井住友海上保険（株）三浦さん 

1/ 6  岐阜信用金庫 松野さん､水谷さん 1/10 （株）ディプライ 国定さん    
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日 曜日 活動・イベント

1月16日 月

17 火 ぎふしん新春合同講演会(15:00～）

18 水

19 木

20 金

21 土 河原活動(10:00～12:00）

22 日
定休日
特定外来生物移入防止研修会

23 月

24 火

25 水

26 木

27 金

28 土 理事会(13:30～）

29 日 定休日

30 月

31 火

2月1日 水

2 木

3 金

4 土 定休日

5 日 定休日

6 月

7 火 平成２３年度河川環境研究所研究成果発表会

8 水

9 木
「伊勢湾森･川･海のクリーンアップ大作戦」
参加団体交流会

10 金 通信編集会議(15:00～）

11 土

定休日
第３回伊勢湾流域圏再生ﾌｫｰﾗﾑ(13:30～)
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 日 定休日

13 月

14 火

15 水

1/16～2/15の環境レンジャー活動予定お知らせ、ご案内

編集後記】
　明けましておめでとうございます。昨年同様本年も
よろしくお願いします。
　シーズンオフは、会員の皆さんのお顔をなかなか見
ることが出来ませんが皆さんお元気でお過ごしでしょ
うか。
　今年最初の河原活動日は、皆さん一緒に寒さの中気
持ちの良い汗をかいた後で、久しぶりに親睦ランチ会
ですね。
　２４年度に向けてレンジャーも新しく動き出しま
す。笑顔で楽しく活動ができるように、皆さんで話し
合いましょう！

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://www.bussiness1.jp/nagaragawa

☆フォーラム、報告会などのご案内

○平成２３年度河川環境研究所研究成果発表会
（日時）２／７(火)１３：００～１５：５５
（場所）各務原会場
　　岐阜県健康科学センター内｢ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ」

○「伊勢湾森･川･海のクリーンアップ大作戦」
　参加団体交流会
（日時）２／９(木)１３：３０～１６：００
（場所）三重県庁１階　第１０８会議室

○第３回伊勢湾流域圏再生フォーラム
（日時）２／１１(土)１３：３０～１６：３０
（場所）名古屋文化学園大学

※参加ご希望の方は事務局までお問い合せ下さ
い。

☆１月の河原活動のご案内
（日　　時）１月２１日(土)10:00～12:00
（集合場所）長良川環境監視ｾﾝﾀｰ

※引き続き新年会（親睦会）を開催しますので
皆さんご参加下さい。

※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
　１月２１日(土)　２月１８日(土)３月１７日(土）

☆特定外来生物移入防止研修会
（日　　時）１／２２（日)１３：００～１７：４０
（場　　所）岐阜市文化センター３階展示室
※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

 


