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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 １６１ 号  

２ ０ １ ２ . ９ . ２ 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 

☆河川利用者に対する啓発活動を実施しました☆ 
～長良川安全利用のためのマナーアップキャンペーン～ 

今年で 8 年目を迎える合同啓発活動を、河川利用者の多い 8 月 4 日(土)と 26 日(日)の 2
回にわたって実施しました。 
 河川環境関連行政（木曽上、岐阜県、岐阜市）の方々、岐阜中・北警察署の方々、ＰＷ安

全協会（岐阜ボート販売(株)）の方及び環境レンジャーの皆さん総勢 20 名で藍川橋、千鳥

橋、雄総河原、河渡橋の 4 地点及び小紅の渡し(水上バイクの集結する場所)で行いました。 
 呼びかけに対しては、各利用者の皆さんの反応は大変良く、次の日の清掃活動には効果が

出たと思うのですが、一週間が過ぎるとすぐに落胆させられます。 
 今年特に気に懸かったのは千鳥橋付近における河川利用者の安全利用についてです。 

河原の広さの割には車(特に県外車が多い)の数や遊びにくる人達の数が多いことです。し

かも水上バイクを楽しむ人も常に 4～5 台あり、遊泳者に接近することによる危険が高くな

っていることです。更に橋げたに対する落書きやその下に放置されるゴミの山。これをなく

する為の啓発活動ではありますが、これからも行政をはじめ関係機関の皆さんの抜本的な対

策の検討とその実施を切に願いながら地道に啓発活動を続けていきたいと思っています。                

（河川環境啓発チーム 担当 杉山 俊一） 
 

千鳥橋付近、雄総の河原での合同啓発活動 
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○ 水 生生 物調 査体 験学 習会 を実 施し まし た  

木曽川上流河川事務所管内の木曽三川（木曽川・長良川・揖斐川）の１６箇所におい

て、今年度も木曽川上流河川事務所と共同で水生生物による簡易水質調査を実施しまし

た。 

この体験学習は、水辺に生息する生物を観察することにより、河川の水質保全や河川

愛護などへの理解を深めるとともに、環境問題への関心を高めてもらうことを目的とし

ています。 

 

８月．９月の環境レンジャーの主な活動 

８月１２日     長良川安全利用啓発活動 

８月１７日         木曽川安全利用啓発活動 

８月１８日      長良川安全利用啓発活動 

８月２０日      水生生物調査 古川橋･長良橋 

８月２２日      水生生物調査 鷺田橋 

８月２３日     水生生物調査 中濃大橋･藍川橋 

８月２４日      水生生物調査 馬飼大橋･河渡橋･長良橋 

８月２６日      長良川安全利用啓発活動（マナーアップ合同啓発） 

８月２６日      「美しい瀬古区にしよう会」と生き物調査 

８月２７日･２８日  長良川子ども環境教育活動（ながらっ子レンジャー） 

９月 ２日     水環境ネットワークぎふ ワークショップに参加 

９月 ８日     長良川環境教育活動（中流域 ＮＴＴボランティアさんと） 

９月 ８日     答志島奈佐の浜海岸清掃に参加 

９月１５日     「第３回長良川を美しくしよう運動」打合せ会議に出席 

          環境デーなごや２０１２に出展 

９月２１日     ゴミ減量・資源化に向けた意見交換会 

９月２２日     地域の環境市民活動助成金セミナーに参加 
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＜調査結果～木曽川～＞ 

調査地点名 水質階級の判定 

中濃大橋 Ⅱ（ややきれいな水） 

犬山頭首工 Ⅰ（きれいな水） 

平成川島橋 Ⅰ（きれいな水） 

東海北陸道南派川橋 Ⅲ（きたない水） 

馬飼大橋 Ⅱ（ややきれいな水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜調査結果～長良川・伊自良川～＞ 

調査地点名 水質階級の判定 

藍川橋 Ⅰ（きれいな水） 

長良橋 Ⅰ（きれいな水） 

忠節橋 Ⅱ（ややきれいな水） 

河渡橋 Ⅰ（きれいな水） 

穂積大橋 Ⅰ（きれいな水） 

古川橋 Ⅱ（ややきれいな水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲犬山頭首工地点にて ▲南派川橋地点にて 

▲河渡橋地点にて ▲古川橋地点にて 
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＜調査結果～揖斐川・牧田川～＞ 

調査地点名 水質階級の判定 

岡島橋 Ⅰ（きれいな水） 

平野庄橋 Ⅰ（きれいな水） 

鷺田橋 Ⅱ（ややきれいな水） 

揖斐大橋 Ⅰ（きれいな水） 

広瀬橋 Ⅰ（きれいな水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「 美し い瀬 古区 にし よう 会」 の皆 さん と 生き 物調 査  

８月２６日（日）、今年も安八郡神戸町瀬古の平

野井川の開水路にて瀬古区こども会・育成会の皆さ

ん２０名と一緒に生き物調査を行いました。この活

動は「美しい瀬古区にしよう会（代表 久富賢司さ

ん）」の皆さんがこの水路を少しでも美しくしよう

と、炭を敷いたり藻の掃除をしたりしながら環境保

全に力を注ぎ、今回で６回目を迎えられました。私

達レンジャーはその活動のお手伝いとして、毎年開水路の生き物調査（水生生物調査＋

水質調査）を行い協力してきました。今年の調査結果は、水質階級Ⅱ（ややきれいな水）

と判定されました。いつまでも子ども達が集まり遊ぶことが出来る川であることを願っ

ています。 

 

○ 長 良川 子ど も環 境教 育活 動～ 下流 域で の 活動 ～  

８月２７日（月）～２８日（火）の２日間、長良川中流域と木曽川の子ども達を連れ

て長良川の下流域と藤前干潟に行きました。“上流と下流の違いをしらべてみよう”と題

しての自然体験活動は、１日目に、藤前干潟で生き物さがしと野鳥観察を行い、上流域

や中流域に住んでいる水辺の生き物や野鳥との違いを学びました。２日目は下流域の桑

▲岡島橋地点にて ▲広瀬橋地点にて 

広瀬橋でヘビトンボ

をみつけました！ 
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名市でしじみとり体験と魚釣り、木曽川から船頭平閘門を通りＥボートで長良川に出ま

した。流れのない下流域の川でのＥボート体験は漕ぐの

に疲れた様子でしたが、それでも川に飛び込んだり泳い

だりと元気いっぱいの子ども達でした。水質調査では、

子ども達の予想を反しての結果が出て、「見た目は汚い

けれど思ったより水質がきれいでビックリした。」との

感想が飛び交っていました。７月の郡上市吉田川の水温

１４℃を経験した子

ども達は下流域の水温３０℃の川の中でお風呂の湯

みたいと言いながら楽しそうに水遊びをしていまし

た。２日間を通してのふりかえりの中で、子ども達か

ら、藤前干潟でも川下りをした下流域の長良川でもゴ

ミが多かったこと、ゴミの種類が違うこと、ごみ拾い

をしてきれいにしたいなどの意見が出たことはうれ

しかったですね。今回の活動を通して子ども達は多くのことを学びまた一歩成長してく

れました。 

 

○ 答 志島 奈佐 の浜 海岸 清掃 に参 加  

９月８日（土）、三重県鳥羽市奈佐の浜の海岸清掃活

動に参加しました。６月の活動に引き続き今回２回目の

活動にはレンジャー協会から６名、現地では愛知県、岐

阜県、三重県からの参加者を約２０名づつで班構成し、

それぞれ交流をしながらの楽しい充実した清掃活動と

なりました。１００年後 漂着ゴミゼロを目指し奈佐の

浜プロジェクトが動き出しました。“奈佐の浜に 伊勢湾に 豊かな海を取り戻そう”を

スローガンに、今後、伊勢湾流域で活動する森・川・海の環境団体や流域の皆さん全員

で、一つの目標に向け協力し継続して活動していきたいですね。もちろんレンジャー協

会も頑張ります！ 

 

○ 環 境デ ーな ごや ２０ １２ に出 展参 加 

９月１５日（土）、久屋大通公園にて今年も“環境デ

ーなごや”に参加しました。私達長良川環境レンジャー

協会は、エンゼル広場にて「エコ体験ゾーン」のコーナ

ー～持続可能な社会を築く力を育む～をテーマに、長良
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川の石を使ってのアート体験ブースを出展しました。開始早々雨が降り心配しましたが、

その雨もあがり思っていた以上に暑くなり、テント内で体験する人の顔からも大粒の汗

が・・・ 

昨年よりも子どもの来場者が少なかった感はありますが、多くの方に体験をしていた

だきました。“清流長良川を次の世代に引き継ごう”と活動しているレンジャー協会のＰ

Ｒをしながら、アート体験に参加して下さった方との交流も楽しい一日となりました。 

 

 

 

 

７月後半のながらっ子レンジャー、８月前半の揖斐川・長良川での水辺での自然体験活

動についての感想をいただきました！ 

 

○ 第 １回 なが らっ 子レ ンジ ャー 自然 体験 活 動  

夏休みに入ってすぐの７月２３－２４日、郡上市明宝

町大谷森林キャンプ場にて、長良川上流域での環境教育

活動を実施しました。この自然体験活動を通して、子ど

もたちが川を理解し、さらに環境保全の必要性を学ぶた

めに行っています。バスで現地へ到着後、岐阜市のエコ

考房からいただいた廃材を事前に製材し、加工した木枠

を使い「行灯づくり」を行いました。「行灯」という言

葉がわからない子どももいるので、完成品を提示してから作業にはいりました。制作し

た木枠に和紙を貼り付けさせ、和紙には飾りようにと乾燥した木の葉を張り付け、それ

を支える台と支柱を付ける作業を、順を追って行っていきました。その行程をアシスト

する仕事も大忙しでした。作業の出来上がった行灯にはＬＥＤランプをいれて完成とな

りました。 

 午後、長良川の支流、吉田川に入り思いっきり遊ぼ

うというプログラム、増水していたこともあってか１

４℃という水温に、魚採りも、泳ぐにしても寒すぎて

子どもたちも見守るスタッフもたいへんでした。 夜

には昼間完成した行灯のＬＥＤにスイッチをいれグ

ランドに並べてみました。行灯にスイッチをいれたと

ころ、ＬＥＤの光には様々な色を出していたこともあ

って、その光が作り出した光景をみて思わず全員で歓声をあげ感動を味わいました。翌

投稿コーナー 

行灯に光が入り幻想的な世界が！ 

きれいな吉田川でＥボート体験 
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日も天気に恵まれボート、川流れ、暑い夏なのに冷たい上流域での自然体験を味わった

２日間でした。                          （梶浦 敬一） 

 

○ 揖 斐川 での 子ど も環 境教 育活 動 ～ 環境まるごと探検隊との自然体験活動～ 

 揖斐川における子ども環境教育活動は、大垣市環境市民会議が行っている「環境まる

ごと探検隊」と協働で、８月４日(土)揖斐川でのＥボートによる川下りを行いました。   

行事も３年目、参加者にはリピーターもいて、川下りを始める新揖斐川大橋下流河原

に集まって来た参加者は、資材の運搬やボートの空気入れ、河原のゴミが散乱していた

のでゴミ拾いも行いました。朝９時スタートの活動は快晴の中暑さが厳しく、川下りの

諸注意も水に足を入れながら実施しました。 

 例年より水量が少ないため、浅瀬ではボートから降りて歩きました。また水温も高く

川に飛び込むのも瀬を除いてほとんど出来ました。水生昆虫探し、魚採りとプログラム

をこなし、救助訓練では、子ども達はロープをしっかり投げて救助してくれるのかと親

の心配をし、川からボートに引き上げてもらう時などは親子の心が一つになる共同行動

となりました。日頃家庭生活では経験できない体験をこの日は、川の自然を満喫しなが

らの親子のふれあいとなり、その様子からは微笑ましさが感じられました。Ｅボートは

揖斐川堤防の大垣市防災センターまで運び、国土交通省木曽川上流河川事務所の藤田事

業対策官より同センターの役割を聞いた後、資材の洗浄後無事終了しました。翌日、わ

ざわざ３家族がボートなどの洗浄、資材片付けに来ていただきました。今年もこの団体

との連携活動において、参加者の誰もが進んで動いて協力してくださった姿に感謝しま

す。ありがとうございました。                  （梶浦 敬一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 揖 斐川 での 安全 利用 啓発 活動 ～ 大垣おやこ劇場とのＥボート川下り～ 

 ８月５日(日)は天候に恵まれ、揖斐川において大垣おやこ劇場さんとＥボートによる

川下りを行いました。揖斐川流域で活動している大垣おやこ劇場さんの願いは、集団活

動を推進、社会体験や社会参画の機会、子どもと大人の豊かな人間形成を育てることだ

そうです。その願いにふさわしい活動ともいえる「揖斐川Ｅボート川下り」。身近な自然

～魚とりやＥボート体験など活動の様子～ 
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の中で、冒険心と共存する社会体験を楽しみながら学べる機会とあって、参加者は早い

者勝ち？さらに小学校１年生にならないと参加ができないので、待ちに待った活動の場

になっているとのことでした。言い換えればリピータが少ないのも特徴です。揖斐川へ

入ったこともない低学年児童も、スタッフと親に押されて冒険心に挑戦することができ

ました。プログラムのメインはスロロープによる救助訓練で、児童は川を流れ、おぼれ

たことを想定し、親がロープを投げて救助するという方法をとりました。目的の場所に

ロープを投げられない。遠くへ投げられない。日頃やっていないからできないというこ

とでは命を救えない、楽しく活動しながらも保護者の皆さんには真剣に取り組んでいた

だきました。途中で昼食をはさんで魚採り、水生昆虫探しなどを行いました。 

Ｅボートが下ると、驚いてダイサギ、コサギ、カワウ、アオサギが逃げるので観察す

ることができました。川の水は綺麗なのに揖斐川に魚が少ないことに児童は驚いていま

した。何回もＥボートから飛び込みを繰り返しつつ、力が弱い低学年の多い川下り。心

配しましたが力がなくても素直に大きなかけ声をしてくれて、それに大人も合わせてパ

ドルを動かす姿、これこそが一致団結パワー！とても学ぶことが多かった有意義な活動

となりました。                          （梶浦 敬一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 長 良川 での 子ど も環 境教 育活 動“ 川ガ キ 。長 良川 に集 合！ “  

～ 学生レンジャーの皆さんから～ 

 

・今年の川ガキでは子どもたちと自然の面白さについて学べました。これらのことを生

かして来年も頑張りたいと思います。               （北川 翔太） 

・とても楽しかったです。子どもたちとたくさん関われてよかったです。（川村 拓真） 

・子どもたちと一緒に自然と触れ、学生だけで触れてきたものとは別の発見がたくさん

ありました。参加して本当に良かったです。             （宮本 薫） 

・子どもと直接触れ合うことができ、とても楽しく活動を行えました。（小澤 創太郎） 

・子どもと触れ合うのは大変だけど楽しかったです。          （早川 遼） 

・私は川で遊んだり、川での活動をしたりしたことがなかったので、充実した活動をす

～Ｅボート体験やスローロープ救助法など活動の様子～ 
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ることができたと思います。                   （市川 貴士） 

・子どもたちに元気をもらえました。川について自分より知識を持っている子もいて、

驚かされました。                        （加藤 裕典） 

・今回の川ガキでは子供たちや自然とふれあえてとても楽しかったです。 （丸山 渓） 

・自然の中で子供たちとふれあえて楽しかったです。        （村田 亜衣梨） 

・子どもたちと楽しく交流できるいい機会となりました。来年度も開催することがあれ

ば参加したいと思います。                    （高木 優太） 

・川ガキは自然と触れ合うだけでなくて危険の存在も勉強できる機会なので、自分たち

主体でできて勉強になりました。                 （松巾 侑碁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆お 知 ら せ☆ 

☆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２０日（土）８時３０分～１０時３０分 小雨決行 

２日間の 
活動の様子 

箱メガネ作り 魚釣り 

川遊び Ｅボート体験 
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 場所：長良橋下流右岸（尚子ロード） 

内容： ８：３０～  開会式 

    ８：４５～  清掃活動開始（出発） 

   １０：１５～  閉会式 

   １０：３０～  撤収 

※ご協力していただける方は、当日８時までに現地に集合してください。 

☆１０月２１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１２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。 

 

～ ～～～～～事務局より～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
○会員数報告（９月２０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 9 月現在 19 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･岩砂マタニティ様 

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・岐阜アグリーフーズ（株）様 
関中央ロータリークラブ様・廣瀬織布（株）様 

※      は新しく賛助団体として入会いただいた団体様です！  
 

○岐阜長良川温泉旅館協同組合さんから寄付をいただきました！ 
日頃から大変お世話になっているとともに、私どもの活動のよき理解者である、岐阜 

長良川温泉旅館協同組合さんから今年も寄付をいただきました。感謝を込めてお礼申し

上げます、ありがとうございました。今後とも末永くお付き合いよろしくお願いいたし

ます。 
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○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   

８/１５  ＮＰＯ法人緑の風 浅野さん  エヌエスネット 高屋さん 

８/１７  岐阜市 大西さん    ８/２０  ＪＯＦＩ 松山さん 

9/  １  メタウォーター（株）河合さん 上原さん 中川さん 

9/  ４  キャノン 高井さん 富田さん 

 ９/0５   岐阜土木事務所 加藤さん カワダ建設 園部さん他１名 

９/１００  長良東小学校 細江さん  

９/１４０  岐阜県 下野さん 国井秋建設 松井さん 

９/１９  岐阜県 下野さん 

９/２１  岐阜市 日比野さん 矢野さん 

 

 

～理事会からのお知らせ～ 
 

 

 

 

平成 24 年 7 月 11 日（水）に開催されました第 58 回理事会におきまして、細則の一部を改定いたしま

したので、お知らせしますと共に、ご協力の程をお願い申しあげます。 

１、準会員の年会費を 1500 円から 3000 円に改定します。すでに今年度入会員から適用しています。 

２、賛助会員（個人）については 1 口（1000 円）以上を 3 口以上に改定します。すでに今年度入会員か

ら適用しています。 

３、会員の退会について本人からの退会届の提出がない場合は、定款によりますと「継続して 2 年以上会費

を滞納したとき」となっております。その間も通信の発送と会費の納入の請求を続けることになります。

このような不都合を解消するため、毎年度の総会（5 月）以後、未納の場合は 6 月まで通信の発送をし、

会費納入の請求を行い、2 年経過後退会扱いとします。 

４、賛助団体の年会費については、現在入会時から 1 年間有効となっております。平成 25 年度からは個人

会員と同様、当協会の事業年度に合わせて 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとします。 
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日 曜日 活動・イベント

9月27日 木 定休日

28 金
第11回岐阜市まるごと環境フェア
出展者説明会

29 土 河原活動

30 日 河原活動

10月1日 月

2 火

3 水

4 木
第11回岐阜市まるごと環境フェア
(ｱｰｽﾚﾝｼﾞｬｰ子ども会議等）ワーキング会議
定休日

5 金

6 土 河原活動

7 日 河原活動

8 月 河原活動

9 火

10 水

11 木 定休日

12 金

13 土 河原活動

14 日 河原活動

15 月

16 火
長良川流域環境ネットワーク協議会事業
干潟再生プロジェクト視察

17 水

18 木 定休日

19 金

20 土
岐阜伊奈波ライオンズクラブ長良川クリーン
ウォーク（長良川清掃）

21 日
河原活動終了式(9:30～）
打ち上げバーベキュー(11:30～）

22 月

23 火
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）

24 水

25 木

26 金 第11回岐阜市まるごと環境フェア

9/27～10/26の環境レンジャー活動予定お知らせ、ご案内

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】
　厳しい暑い夏が漸く終わろうとしています。と同時
に、通常の河原活動も終わりに近づいてきました。猛暑
の中での河原活動や木曽三川での様々な活動（子ども対
象の夏のイベントや水生生物調査、河川の安全利用啓発
活動など）の実施。皆さん本当にお疲れ様でした。体調
管理をしながら大変忙しい日程をこなしながらの活動参
加、ご協力感謝します。
　このあたりでほっと一息つきたいところですが･･･ま
だまだ活動は続きます！シーズン終了までもうひとがん
ばりよろしくお願いします。

河原活動シーズンの10月21日まで、事務局は土日（木曜日休
み）開いていますが、11月～3月の間は土･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。（平日
は9～18時まで開いています。）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.business1.jp/nagaragawa/

☆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）
（日　　　時）１０／２０（土)8:30～10:30
（清掃　場所）長良橋～忠節橋の区間(2.5km)
（集合　場所）長良橋下流右岸（尚子ロード）

※テント設営に協力して下さる方は、当日８時までに
現地に集合して下さい。お願いします。

☆事務局定休日のお知らせ
　１０月２１日の河原活動終了式までは、毎週
木曜日を定休日としていますが、終了式後は、
土・日・祝日が定休日となりますのでよろしく
お願いします。

☆河原活動終了式
（日　　時）１０月２１日(日)９:３０～（小雨決行）
（場　　所）長良橋上流右岸河原入口
　　　　　　（テント前集合）
(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！！

☆第1１回岐阜市まるごと環境フェア
　～人と自然のつながりって何だっけ？～

（日　　時） １０／２６（金)１３：００～１６：３０
　　　　　　　１０／２７（土)　９：３０～１５：３０
　　　　　　　１０／２８（日)１３：００～１６：００
　　　　　　　１１／　４（日)１０：００～１４：００
（場　　所）ＪＲ岐阜駅北口駅前広場
　　　　　　じゅうろくプラザ、ハートフルスクエアー他
※皆さんお誘い合わせの上是非ご参加ください。
※詳細はチラシをご覧下さい。

 


