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☆文科省学校支援リーダー対応川の指導者養成講座☆
〜長良川は学校

学ぼうとする気持ちと育てる力〜

平成２４年度文科省学校支援リーダー対応 RAC リーダー養成講座を、６月３０日（土）
7 月１日（日）７日（土）８日（日）の４日間にて、岐阜聖徳学園大学羽島キャンパス、長
良川中流域、岐阜市、水辺共生体験館において開催しました。この講座は、川で体験活動す
る指導者に必要な知識・技術や学校教育現場における自然体験活動の意義について習得し、
長期自然体験活動を水辺で安全にサポートできる「全体指導者」を養成するものです。
講座は、川に学ぶ体験活動の理念、安全対策（普通救命講習）、川に学ぶ体験活動の基礎
技術（川での救助法とＥボート講習）、学校教育における体験活動の意義など１０講座２５
時間の講義・実習を行いました。
救命講習中の講師が事故で出動するという緊張感のある中での研修は、参加者にも伝わっ
たのか真剣さが加わり機敏に実習ができていました。長良川での魚釣りは、水の冷たさと増
水のため生息場所が移動した影響であったのか魚が釣れなく、自然体験活動の難しさを実感
しました。川での救助法は水の冷たさと風の影響で体温が奪われ、ブルブル震えながらの苦
しい体験活動となりました。天候で行事を一部修正しながらも無事終了することができたの
は、参加者の学ぼうとする姿勢と主催者側からの育てるという気持ちが伝わっていたのでは
ないでしょうか。
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７月．８月の環境レンジャーの主な活動

６月３０日･７月１日

文科省学校支援リーダー対応ＲＡＣリーダー養成講座

７月

７日･７月８日

文科省学校支援リーダー対応ＲＡＣリーダー養成講座

７月

３日

岐阜市まるごと環境フェアワーキング会議に出席

７月

３日

水生生物調査現地下見（木曽川）

７月

４日

環境教育チーム会議

７月

５日

中部建設協会ＮＰＯ助成活動報告会に参加

７月１０日

水生生物調査現地下見（揖斐川）

７月１１日

第５８回理事会

７月１２日

岐阜県自然共生工法研究会平成２４年度通常総会に出席

７月１４日

水生生物調査安全対策等事前研修会

７月１５日

長良川環境教育活動（下流域・木曽三川ごみの会さんと）

７月１６日

水生生物勉強会・水辺活動安全講習会

７月２３日･２４日

長良川子ども環境教育活動（ながらっ子レンジャー）

７月２５日

水生生物調査

７月２６日･２７日

第１７回水シンポジウム２０１２in ぎふに参加

７月２８日

２４時間テレビ・長良川清掃プロジェクト

７月３０日

水生生物調査

岡島橋（揖斐川）

８月

３日

水生生物調査

広瀬橋（牧田川）

８月

４日

揖斐川子ども環境教育活動

南派川橋（木曽川・一宮生協さんと）

長良川安全利用啓発活動（マナーアップ合同啓発）
８月

５日

揖斐川安全利用啓発活動

８月

６日

水生生物調査

犬山頭首工・平成川島橋（木曽川）

８月

７日

水生生物調査

穂積大橋（長良川）

８月

８日･

８月１０日

９日

長良川子ども環境教育活動（川ガキ。長良川に集合！）
木曽川子ども環境教育活動（川ガキ。木曽川に集合！）
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○一宮生活協同組合さんと水生生物調査
７月２５日、木曽川南派川にて水生生物調査を実施しました。昨年より川の状況が変
わったため、安全を考慮し場所を南派川橋下流２km に移動し行いました。組合員の家
族の皆さん６９名と木曽川の自然の中で楽しく活動が出来ました。

〜水生生物調査の様子〜

○地球環境保護支援・長良川清掃プロジェクト
魅力あふれる「清流の国ぎふ」づくりの岐阜県の運営方針の一環として、昨年に引き
続き今年も７月２８日(土)に「長良川清掃プロジェクト」が開催されました。このプロ
ジェクトは、岐阜県、中京テレビ放送２４時間テレビチャリティー委員会、長良川流域
環境ネットワーク協議会と当協会共催により、長良川河川敷において参加者約５００名
で清掃活動を行いました。
※当日の活動の様子を「岐阜市咲楽」第 137 号の発見咲楽人ストリートのコーナーに
掲載されました。
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○河川利用者に対する合同啓発活動（長良川安全利用啓発）
長良川のより安全で快適な河川利用を図るため、８月４日（土）、厳しい暑さの中、今
年度も河川利用者に対して、マナー向上と水難事故防止の注意喚起や河川増水時などの
水防災に対する意識を高めるための安全利用啓発活動を行いました。
この日は、一斉合同啓発活動として、木曽川上流河川事務所、岐阜市河川課、岐阜県
河川課、岐阜県岐阜土木事務所、PW 安全協会中部地方本部、岐阜北警察署、岐阜中警
察署の協力を得て合同で実施しました。

啓発活動の様子

※当日の活動の様子が朝日新聞に掲載されました。
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○木曽三川における子ども環境教育活動
木曽三川（木曽川・長良川・揖斐川）の豊かな自然の中で、子ども達が川を理解し環
境保全の必要性を学ぶために、それぞれの河川において地域の特色を活かし、子ども達
が興味の持てるプログラムにて環境教育活動を実施しました。

木曽川の活動の様子

長良川の活動の様子

☆お

揖斐川の活動の様子

知 ら せ☆

☆木曽三川安全利用啓発活動（長良川・木曽川）を実施します☆
今年度も、木曽三川において、河川利用者を対象として、木曽三川への環境保全と自
然の大切さを説明しながら、水難事故防止の注意喚起やゴミの不法投棄の禁止などの呼
びかけを行います。この活動を実施することにより、河川利用者のマナー向上を図ると
ともに、水防災に対する意識を高めていただければと考えています。
＜木曽川＞
・日
・場

時
所

８月１７日（金）９：００〜
各務原市川島 河川環境楽園内、笠松河川公園他

＜長良川＞
・日
・場

時
所

８月１８日（日）
・２６（日）１４：００〜
岐阜市 藍川橋下、千鳥橋下、雄総河原、河渡橋下

※２６日は、国土交通省木曽川上流河川事務所、岐阜市河川課、岐阜県河川課、ＰＷ安全
協会中部地方本部、岐阜北警察署、岐阜中警察署の皆さんと合同啓発活動を行います。

☆ながらっ子レンジャー自然体験活動今後のスケジュール☆
今年度も

身近な自然とふれあい学びおおいに遊ぼう！

と題して、今年も下記の日

程で自然体験活動を行います。
●第３回 ８月２７日（月）〜２８日（火）
・上流と下流の違いをしらべてみよう！
（Ｅボートで川の調査、生き物しらべと野鳥観察、藤前干潟で生き物探しなど）
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●第４回 11 月４日（日）
・揖斐川の上流で植樹体験をしよう！
（原石山へ船で渡って木を植えよう！森と水のふれあい体験と徳山ダム見学）

投稿コーナー
※会員の皆さんからの投稿コーナーです。
〜第９回木曽三川ふれあいセミナーに参加して〜
６月２３日（土）岐阜市内で開催された国土交通省木曽川上流河川事務所主催のセ
ミナ−に参加しました。木曽上の工務課長からは、長良川の流下能力確保のための河
道掘削や河原樹木の伐開等洪水対策について、管理課長からは堤防,水門など河川施設
の維持・補修や河川環境の保全対策等について説明がありました。環境課長からは生
物多様性の観点から、良好な自然環境の再生事業の推進について取り組みを紹介され
ました。
各課長からの事業報告は大変わかり易く,河川の管理や利用はしっかりした理念・目
標に裏付けられており、地域住民として安心して生活できることを実感しました。
私達の川に対する想いを自由に述べさていただくこともでき、大変有意義な一日で
あったと感謝しております。

（小島 力）

〜 〜〜〜〜〜事務局より〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

○会員数報告（８月１０日現在）
正会員 54 名

準会員 71 名

＊＊＊＊＊

賛助会員 13 名（合計 138 名）

賛助団体の紹介（平成 24 年 8 月現在 16 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・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
宮崎みどり製薬（株）様・中国みどり活性（株）様・ネッカリッチ（株）様
（株）鶏卵肉情報センター様・岐阜聖徳学園大学様・（株）木香書房様・
ＮＰＯ法人日本オーガニック農産物協会様
※

は新しく賛助団体として入会いただいた団体様です！
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○河原活動実施日程表作成にご協力を！(会員・準会員のみなさんへ)
9 月･10 月の活動日程表を作成します。同封河原活動当番確認ハガキに、参加可能な
日全部に○を付けていただくとともに、最大参加希望日数を記入して返信してください。
その範囲内で活動日を設定し、８月末までに日程表を郵送します。まだまだ先の事で予
定も立てにくいと思いますが、後日変更もできますのでご協力お願いします。もちろん、
当番でない日に自主参加して頂くことは大歓迎です。お気軽にご参加ください（活動が
出来ない場合やお仕事の都合上予定が不明な方は、通信欄にその旨お書きください）。
８月２５日までに返信をお願いします。

○新入会員さんを紹介します！
尾関孝彦さん、塩谷栗夫さん、大平稔さん、田口すみ子さん、山下哲司さん、
川田征吾さん

○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、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
７/

６

７/１１

キャノン

富田さん

岐阜伊奈波ライオンズクラブ
木曽三川フォーラム

７/１７

キャノン

７/１８

中京テレビ

岡田さん

黒田さん

森瀬さん

小野さん

富田さん
田頭さん

葛山さん 岐阜県

下野さん

長良川流域環境ネットワーク協議会 山崎さん
７/２０

一宮生活協同組合 大村さん

７/２１

岐阜長良川ロータリークラブ

７/２８

アドキットインフォケーション 森さん

８/0１

東長良中学校

８/0３

岐阜市 堀口さん 大西さん

８/0７

キャノン

８/１００

緑の風 浅野さん

箕浦さん

松村さん

大野さん

横山さん

市原さん

鈴木さん

高井さん

富田さん

事務局定休日のお知らせ
１０月まで毎週木曜日を定休日としますのでよろしくお願いします。
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8/12〜9/11の環境レンジャー活動予定お知らせ、ご案内
日
8月12日

曜日

活動・イベント
☆事務局定休日のお知らせ

河原活動
日 長良川安全利用啓発活動（14:00〜）

13

月 河原活動

14

火

15

水

16

木 定休日

17

金 木曽川安全利用啓発活動(9:00〜）

18

土 長良川安全利用啓発活動（14:00〜）

19

日 河原活動

20

月 水生生物調査（古川橋)(長良橋）

21

火 水生生物調査（揖斐大橋)(平野庄橋）

22

水 水生生物調査（鷺田橋）

23

木 定休日

24
25

金 水生生物調査（馬飼大橋）
土 河原活動

26

河原活動
日 長良川安全利用啓発活動（14:00〜）
美しい瀬古区にしよう会生き物調査(9:00 〜）

27

月 第３回ながらっ子レンジャー自然体験活動

28

火 第４回清流の国ぎふづくり県民連携会議(13 :00

29

水

30
31
2
3
4

木 定休日
金
土 河原活動
日 河原活動
月
火

5

水

6
7

木 定休日
金

8

長良川環境教育活動（中流域）
土 河原活動
三重県答志島奈佐の浜海岸清掃

１０月まで毎週木曜日を定休日としますのでよろしく
お願いします。

☆長良川安全利用啓発活動
（日

水生生物調査（藍川橋)(河渡橋）

（場

時）８／１２（土)１４：００〜
８／１８（日）１４：００〜
８／２６（日）１４：００〜
所）藍川橋下、千鳥橋下、雄総河原、河渡橋下

☆木曽川安全利用啓発活動

河原活動

（日
（場

時）８／１７（金)９：００〜
所）各務原市川島、笠松河川公園他

河原活動

☆夏休み水生生物調査体験学習会
８／１６ ＡＭ 藍川橋・ＰＭ 河渡橋
８／２０ ＡＭ 古川橋・ＰＭ 長良橋
８／２１ ＡＭ 揖斐大橋、平野庄橋
８／２２ ＡＭ 鷺田橋
８／２３ ＡＭ 中濃大橋
８／２４ ＡＭ 馬飼大橋

水生生物調査（中濃大橋）

※今年も木曽三川１６箇所にて水生生物調査を実
施しています。後半、上記の日程で残り９地点の
調査を行います。参加希望の方は事務局までご連
絡下さい。

第３回ながらっ子レンジャー自然体験活動

☆第３回ながらっ子レンジャー自然体験活動

〜）

9月1日

9
10

日 河原活動
月

11

火 （お買い物はｲｵﾝ岐阜店へ）

（日

時）８／２７（月)８：００（出発）〜
２８（火）１８：００（到着）
（場
所）藤前干潟活動センター、
桑名市船頭平河川公園他
（実施内容）藤前干潟で 干潟の生き物さがし・野鳥観察
上流と下流の違いをしらべてみよう！
Ｅボートで川の調査、魚つり など

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
【編集後記】

夏本番、河原活動も最盛期を迎えました。さらに
この８月は１ヶ月間マナーアップキャンペーンと題
して、河川利用者に対する啓発活動を実施していま
す。
子どもの水辺安全講座は、木曽川・長良川・揖斐
川の木曽三川において実施し、Ｅボート川下り、魚
釣り、水辺の生き物しらべなど、それぞれの地域で
子どもたちと自然環境の大切さを学びながら一緒に
楽しく活動することができました。
この忙しい時期、暑さにも打ち勝って、活動に参
加して下さっている会員の皆さん、本当に有り難う
ございます。毎日暑い日が続きますが、健康には十
分気を付けてこの夏を乗り切って下さい。
８月後半からの活動への参加もよろしくお願いし
ます。

ｲｵﾝ幸せのｲｴﾛｰﾚｼｰﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

河原活動が始まりましたので、事務局は土日も平日も開い
ています。（木曜日はお休み）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://www.business1.jp/ nagaragawa/
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