みんな大好き！
長良川環境レンジャー通信

ながら君

長 良 川

（連絡先）
〒502-0071 岐阜市長良堤無番地
長良川環境監視センター内
NPO 法人 長良川環境レンジャー協会
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☆河原活動終了式をおこないました！☆
〜河原啓発清掃活動ご苦労さまでした〜
１０月２１日（日）、岐阜市の林自然共生部長さん(細江岐阜市長代理)をはじめ国、
県、市の行政の皆さん、JOFI 岐阜の皆さん、そして私達レンジャーを含めた多くの
方に参加いただき、河原活動終了式を行いました。４月の活動開始式から早いもの
でもう半年が過ぎ、通常の河原活動も一区切りを迎えましたが、シーズンオフの環
境巡視活動も大切です。１１月からも引き続き、会員の皆さんと長良川の現状を確
認しながら環境保全活動に努めて参ります。
今年度は、ぎふ清流国体・清流大会開催にともない多くの方が岐阜市を訪れ清流
長良川の素晴らしい自然に目をとらわれたことでしょう。
この美しい長良川を後世に引き継ごうと頑張っている私達と一緒に、今年も多数
の地域住民・各種団体・企業等の皆さんが活動に参加して下さり、 清流長良川の環
境保全

に貢献していただきました。ご協力ありがとうございました。

今後も引き続き、上流域から下流域までの流域全体を視野に入れながら、連携・
交流を図り、継続して啓発に清掃にと一生懸命頑張っていこうと思います。

今年も大勢の皆さんに参加していただき無事終了式を終えました
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９月．１０月の環境レンジャーの主な活動
９月２５日

則武小学校４年生と水生生物調査体験学習

１０月１３日

メタウォーター（株）とＥボート体験＋環境調査

１０月１３日

理事会

１０月１６日

長良川流域環境ネットワーク協議会主催「志摩市で行う干潟再生
プロジェクト視察」へ参加

１０月２０日

岐阜伊奈波ライオンズクラブ長良川クリーンウォークに参加

１０月２１日

河原活動終了式・打ち上げバーベキュー

１０月２７日

東長良中学校１年生総合学習出前講座に参加

１０月２７日

第１１回岐阜市まるごと環境フェアに体験ブース出展参加

１０月２７日

ＪＴ主催

１０月２８日

「第３回長良川を美しくしよう運動」に参加

１０月３１日

水環境シンポジウムに参加

「ひろえば街が好きになる運動」に参加

○則武小学校４年生６６名と長良川環境学習
９月２５日（火）、長良川右岸忠節橋上流２００ｍ
付近にて、則武小学校４年生６６名の皆さんと野外教
育活動を行いました。この体験学習は、総合的な学習
「自然と人にやさしいくらし」をテーマに、長良川環
境学習として長良川の水の中の生き物や水質調査を
行うことにより、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ことを
ねらいとしています。
当日は、学生レンジャーを含むスタッフ１２名と子どもたちの安全管理のため協力応
援に参加して下さった保護者の皆さん１４名、校長先生をはじめ、教頭先生、４学年の
先生方と一緒に水生生物による水質調査とパックテストによる簡易水質調査を行いまし
た。結果、指標生物による水質判定はⅡ（ややきれいな水）、パックテストＣＯＤ（化学
的酸素要求量）の数値は１（きれい）な評価基準でした。
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子どもたちがこの体験活動を通して、川に関心をもち、清流長良川がいつまでもきれ
いな川であるようにみんなで守ろうという気持ち、自然を大切にする心を育んでいって
くれればと思います。
※則武小学校４年生の皆さんからの心のこもったお礼のお手紙をいただきました。
次号で紹介させていただきます。
当日の活動の様子が朝日新聞に掲載されました。

当日の活動の様子が中日新聞に掲載されました。

○メタウォーター（株）さんとＥボート体験＋環境調査
１０月１３日（土）、メタウォーター（株）さんが社会貢献活動の一環として、Ｅボー
ト川下りによる川の状況を知る環境調査とともに川岸に漂着しているゴミごみ拾いなど
の清掃活動に取り組んでいただきました。２０１０年度より岐阜地区のボランティア活
動として、当協会の清掃活動に自主的に参加いただいています。この日はいつもの河川
敷の清掃活動とは異なった長良川の現状を、Ｅボートで川を下りながら皆さんに知って
いただけたことと思います。
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※この日の様子は

投稿コーナー

にて紹介しています。

○「志摩市で行う干潟再生プロジェクト視察」
１０月１６日（火）、平成２４年度長良川流域環境ネットワーク協議会事業として、環
境学習の推進及び支援の一環として実施された、三重県水産研究所による「志摩市で行
う干潟再生プロジェクト」の視察に当協会からは４名参加しました。当日は志摩市の干
潟現地視察、合歓の郷では、志摩市や三重県水産研究所などからの情報提供と意見交換
等が行われ、伊勢湾の水質改善に向けての取り組みなどを学ぶ貴重な１日となりました。
※この日の様子は

投稿コーナー

にて紹介しています。

○岐阜伊奈波ライオンズクラブ長良川清掃奉仕活動
１０月２０日（土）、今年も岐阜伊奈波ライオンズクラブさん主催の「長良川クリーン
ウォーク」が行われました。開会式では、ライオンズ
クラブ会長の岡田さまより

レンジャーハット１２

個 を寄贈していただき、当協会理事長から感謝状を
贈呈しました。
当日は天候にも恵まれ、ボーイスカウトの皆さんや
一般参加の皆さん、当協会のメンバーを含め総勢２６
８名にて、長良橋下を起点に金華橋に向けて清掃活動
を行いました。
皆さんの気持ちの良い汗とともに多くのゴミが回収されました。今年は上流から流れ
てきた流木などの漂着ゴミを回収した結果粗大ゴミの量が昨年を大幅に上回りました。
※回収されたゴミの量

可燃ゴミ 109.0kg、ビン 0.5kg、ペットボトル 2.0kg、
カン 1.5kg、その他粗大ゴミ（流木類含む）746.5kg
合計

▲清掃活動の様子

▲分別作業
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859.5kg

▲流木の漂着ゴミの山

当日の活動の様子が岐阜新聞に掲載されました。

投稿コーナー
○メタウォーター（株）さんと長良川左岸のごみ拾い
10 月 13 日

メタウォ−タ−（株）の家族と、

藍川橋からグランドホテル前までの長良川左岸を
中心に、ボ−トを使って川下りをしながらゴミ拾い
を行いました。
この日皇太子様が千鳥橋で鵜飼い観覧される日
とあって、河川敷に入るところはどこも警察官が警
戒し緊張したゴミ拾いでした。この活動のなかで一
番大きな発見は、鏡岩につながるトンネルの岩場の前に、長良川の水が渦を巻いている
ところにボートがさしかかった時でした。水量も少なかったことで、川底に、たくさん
のアルミ缶が水の中に入りこんだ光でもって反射していました。長良川の河畔ばかりの
ゴミに目を奪われていましたが、川底にもこれだけ多くのゴミ
が沈んでいることに気付き驚きました。今後どうしたらこのゴ
ミを回収できるのか。また陸路から拾うことがなかなかできな
い金華山側のゴミ拾いなど問題点を改めて考えさせられる活
動となりました。参加者が少人数でも多くのゴミを拾うことが
できた活動の成果と課題発見の一日でした。
（梶浦
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敬一）

○干潟再生プロジェクトに参加して
１０月１６日（火）長良川流域環境ネットワーク
協議会主催で「干潟再生プロジエクト視察」に参加
しました。この協議会では、長良川を「ひとつの流
域」と捉えて環境保全の取り組みを進めてはいます
が、県としては海に面していないものの、流域はや
がて海につながっており、活動も海を意識すること
が必要なんじゃないかということで、志摩市の取り
組みが視察目的でした。江戸時代には英虞湾のわず
かな入り江は締め切られ、水田に置き換わったものの米の輸入増大という時代の流れで、
開拓地は休耕地へと推移し、真珠産業の振興と観光事業への展開のなかで、阿児町立神
で、堤防の水門を開放して干潟を再生している現地を視察しました。浜島町の合歓の郷
に場所を移して、志摩市の新しい里海創生によるまちづくりの概要や、三重県水産研究
所から干潟再生の効果について説明をしていただきました。また、企業として干潟再生
を進めている合歓の郷からも、干潟再生を通じて体験事業を展開するなど、
「地域の自然
を保全しながら産業利用している」ことが紹介されました。
河原清掃が中心の我々は、視察の途中の道路脇にあるゴミの散乱に目が行き、気がか
りになってばかりいましたが、海を綺麗にする為にいま実験的だが始まった干潟再生プ
ロジエクト、行政、企業、ＮＰＯそれぞれの活動の鼓動を学ぶことができた１日でした。
（梶浦

☆お

敬一）

知 ら せ☆

☆1１月の河原活動は 1１月１７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 ５ 日、1 月 １ ９ 日、2 月 １ ６ 日、3 月 １ ６ 日 ）

☆みんなで行こう！参加しよう！竹林広場まつり
今年で１５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！
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日時：１１月２３日（金･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

☆長良川流域連携クリーン作戦を実施します
長良川の上流域〜下流域において、流域の住民の皆さん・企業・行政の皆さんと連携
し、流域全体で効果的な清掃活動を行います。この機会に流域の皆さんと交流を図りな
がら、地域の川の状況を知ることから流域の環境保全の大切さについて考えましょう。
皆さんお誘い合わせの上是非参加してください。多数の参加お待ちしています！！
日時：１２月１日（土）１０時００分〜１１時３０分
場所：上流域：郡上市白鳥町長滝

小雨決行

長滝道の駅

中流域：岐阜市長良雄総

岐阜グランドホテル前の河原

下流域：桑名市長島町福吉

木曽三川ごみの会事務所前

〜 〜〜〜〜〜事務局より〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

○会員数報告（１１月１０日現在）
正会員 54 名

準会員 71 名

＊＊＊＊＊

賛助会員 16 名（合計 141 名）

賛助団体の紹介（平成 24 年 11 月現在 21 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・廣瀬織布株式会社様・株式会社ハイテム様・
イセ株式会社様
※

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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○岐阜伊奈波ライオンズクラブさんからレンジャーハットをいただきました！
日頃から大変お世話になり、私どもの活動にご協力ご支援をただいています、岐阜
伊奈波ライオンズクラブさんから今年もレンジャーハットをいただきました。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。

▲レンジャーハット贈呈式

▲感謝状贈呈の様子

○新入会員さんを紹介します
水谷靖さん、所源亮さん、青木平七郎さん

○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
10/ 1

岐阜土木事務所 加藤さん

10/ 3

独立行政法人水資源機構

10/ 3

ハートリボン 遠藤さん

10/ 6

メタウォーター（株）河合さん

10/ 9

プルデンシャル生命保険（株）加藤さん、川出さん

10/ 6

岐阜市

10/23

財団法人岐阜観光コンベンション協会 臼井さん、國島さん

10/26

東長良中学校 米澤さん

10/31

ハートリボン 遠藤さん

11/ 5

財団法人岐阜観光コンベンション協会 臼井さん

11/ 8

岐阜県

下野さん

11/ 9

岐阜県

下野さん

福田さん

酒田さん

近藤さん

あいおいニッセイ同和損保 片桐さん

アウトドアサポートシステム
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臼井さん

〜理事会からのお知らせ〜
平成２４年度前半を振り返って

理事長

坂井田

たかし

節

本年５月の当協会通常総会とその後の理事会において､私が理事長に就任して早くも
半年が過ぎようとしています。就任に当たって４つの目標を掲げました。
① 各理事が担当する職務の明確化による「活動体制」の強化
② 活動を支えるための正・準会員の増員、賛助会員（団体）の増加による「活動資金の
確保」
③ 当協会の活動を広く社会に発信するための「広報活動」の強化
④ 「明るく楽しい活動」をめざす
これら４つの目標に向かって日々努力しております。このうち②の活動を支える各
種会員数の動向を下記の表にまとめてみました。私が理事長に就任する前の５月に比
べて９月の時点で２５会員の増加がみられ、４ヶ月で約２０％の増加となりました。
会員になっていただいた皆様方のご支援に感謝しております。
会員の種類

平成 24 年 5 月 15 現在

平成 24 年 9 月 20 日現在

増

減

正会員

５１

５４

＋３

準会員

６６

７１

＋５

賛助会員

５

１３

＋８

賛助団体

１０

１９

＋９

１３２

１５７

＋２５

合

計

広報活動の大きな部分を占めます「通信」につきましても、大幅に編集方針を変
更しました。当協会の活動内容をよりわかり易く､親しみを持って読んでいただけ
るよう努めております。今後とも当協会に対しましてご理解とご支援を賜りますよ
うお願い申しあげます。
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11/13〜12/12の環境レンジャー活動予定お知らせ、ご案内
日

曜日

11月13日

火

14

水

15

木

16

金

17

土 河原活動(10:00〜12:00）

18

日 定休日

19

月

20

火

21

水

22

木 長良東小学校４年生総合学習野外教育活動

23

金 第１５回竹林広場まつり

24

土 定休日

25

日 定休日

26

月 長良東小学校４年生総合学習予備日

27

火

28

水

29

木

30

金 クリーン作戦事前準備(14:00〜）

12月1日

活動・イベント

☆１１月の河原活動のご案内
日
時 １１月１７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（11月〜3月）は、毎月第３土曜
日が河原活動日です。皆さんどしどし参加して
下さい。
※今後の河原活動予定日
１２月１５日(土)１月１９日(土)
２月１６日(土)３月１６日(土)
☆第１５回竹林広場まつり
（日
（場

時）１１／２３（金・祝)１２：３０〜１５：００
所）長良川右岸竹林広場
（鵜飼大橋上流２５０m）
※今年も恒例のおまつりが竹林広場で開催されます。
この機会に是非参加して地域の皆さんと交流しましょ
う！！

定休日

☆長良川流域連携クリーン作戦
長良川の上流域から下流域において、流域の皆さ
ん・市民団体・企業・行政の皆さんと連携して流域
全体で一斉清掃活動を行います。
（日

時） １２／ １（土)１０：００〜１１：３０ 小雨決行
予備日 １２月１５日（土）
（集合場所） 上流域：郡上市白鳥町 長滝道の駅
中流域：岐阜市長良雄総
岐阜グランドホテル前の河原入口
下流域：桑名市長島町福吉
木曽三川ごみの会事務所前
※皆さんお誘い合わせの上、お近くの開催場所に 是非
ご参加ください。
※詳細はチラシをご覧下さい。

土 長良川流域連携クリーン作戦
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日 定休日

3

月

4

火

5

水

6

木 通信編集会議(14:00〜）

7

金

8

土 定休日

9

日 定休日

10

月

11

火 （お買い物はイオン岐阜店へ）

12

水

イオン幸せのイエローレシートキャンペーン

11月〜3月の間、 事務局は平日９〜１ ８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。（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/

【編集後記】
初雪の便りも長良川源流の山に届き始めた季節となり
ました。先日は多くの方に参加いただき、無事河原活動
上記のような活動・ｲﾍﾞﾝﾄがあります。
終了式を終えることが出来ました。皆様ありがとうござ
なお詳しい内容については、事務局までお
いました。
今年は猛暑の中での活動、清流国体開催という大イベ
問い合わせください。
ントの関係により様々な行事に関わり、忙しい中、会員
の皆様にはどの行事にも積極的に参加いただき本当にお
疲れ様でした。
また、河原活動への参加の他に、長良川流域環境ネッ
トワーク協議会干潟再生プロジエクト視察、水環境シン
ポジウム、いい川づくり研修会、名古屋市・岐阜市の環
境フェアなど、広報・連携活動・研修と様々な形で外部
との交流活動に参加する機会が多くありました。１１月
からは第３土曜日月１回の活動となりますが、シーズン
オフの活動も引き続きよろしくお願いします。
私達の地道な環境保全活動は子どもたちにも誇れる活
動です。是非会員になっていただき、 楽しくみんなで
活動を！ していただけるよう多くの方に声かけをお願
いします。
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