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☆長良川流域連携クリーン作戦を実施！☆
〜郡上市・岐阜市・桑名市の３会場で一斉清掃活動〜
１２月１日（土）
、長良川の上流域から下流域までの流域全体で一斉清掃活動を行
いました。上流域は郡上市白鳥町長滝、中流域は岐阜市長良雄総、下流域は桑名市
長島町から海津市の３会場に分かれ、それぞれの流域住民の皆さん、団体、企業、
行政等が一体となって効果的な清掃活動を行うことが出来、活動を通して流域の人
達との交流を図ることも出来ました。
当日は風が強く寒い日でしたが、３会場２４６名の参加者の協力のおかげで
3,258.5ｋｇと多くのゴミを回収することが出来ました。さらに漂着ゴミを含むゴ
ミの現況から河川の状況を認識してもらうことも出来たと思います。
この美しい長良川を後世に引き継いでいくためには、今後も引き続き、上流域か
ら下流域までの流域全体において、連携・交流を図り、継続して毎年実施する必要
があると実感しました。
岐阜市会場にて

郡上市会場にて

桑名市会場にて

多数のご参加ありがとうございました！
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１１月．１２月の環境レンジャーの主な活動
１１月

１日

１１月

４日

いい川づくり研修会

に参加

第４回ながらっ子レンジャー自然体験活動

１１月２２日

長良川東小学校４年生と総合学習野外教育活動

１１月２３日

第１５回竹林広場まつりに参加

１１月２９日

柳津小学校５年生総合学習出前講座に参加

１２月

１日

長良川流域連携クリーン作戦

１２月

８日

第２回ぎふ清流未来の会議に参加

１２月１３日

岐阜市まるごと環境フェア反省会に出席

１２月１５日

現地パトロール＋清掃活動

○東長良中学校１年生総合学習出前講座
東長良中学校では「キャリアワークショップ」活
動を通じて、生徒の自己創生の動機付けを行ってい
ます。１年６組では「地域と環境」の学習の中で、
長良川の環境がどのように守られているのかを学
んできました。その過程で長良川環境レンジャーの
活動を知ったようです。そこで「長良川の環境を守
るためには〜環境保全を行う人から学ぶ〜」という
題材名で、当協会の出番となりました。
１０月２７日（土）森瀬・坂井田が同校に出向き，協会の歩みや活動内容等を話しま
した。また具体的な活動を理解してもらうために,長良川の水を持参し水質調査を生徒に
してもらいました。パックテストに習熟してもらうために、ＣＯＤは全員で実施し、他
の５項目は斑ごとに分かれて行い、全体の発表会で水の綺麗さを実感してもらいました。
その後これまでの学習成果を班ごとにコンテスト形式で行い、我々も審査員になりまし
た。最後に当協会の業務や長良川への想いなどの質問が出され、質問内容から日頃の学
習の深まりが伺えました。生徒からのお礼の言葉で、３時間にわたる出前講座は終わり
ました。

（坂井田 節）
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○清流の国ぎふ水環境シンポジウム
平成 24 年 10 月 31 日（水）じゅうろくプラザにおいて、水シンポジウムが開催さ
れました。午前中は九州大学大学院島谷幸広教授による「九州北部豪雨災害における被
害状況と教訓」という演題で基調講演が行われました。講演の中で水害対策の河川工法
として川底を深くするのではなく、川幅を広げゆったりと流すことを強調しておられま
した。また災害発生時の対応として、社会福祉協議会や地元の環境関係のＮＰＯ法人の
活動が大きな力となったと報告されました。
午後からは「かつて経験したことがない豪雨に対する被害の最少化方策についえ考え
る」というテーマで、事例研究討論会が行われました。災害対策の基本である「自助」、
「共助」、「公助」のそれぞれの立場から事例報告が行われました。６名による事例発表
の後パネルデスカッション形式による討論が行われ、議論の深まりがみられました。
（坂井田

節）

○第４回ながらっ子レンジャー自然体験活動
身近な自然とふれあい学びおおいに遊ぼう！

をテーマに、地域で活躍するエコリー

ダー育成講座を実施しています。この年間を通しての自然体験活動「ながらっ子レンジ
ャー」が今年度最終回を迎えました。第４回は揖斐川の上流にて、原石山での植樹体験、
徳山ダム見学、水生生物による水質調べ＋パックテストによる水質調査などを行いまし
た。初めての植樹体験を通して学んだ山・川・海のつながりや揖斐川上流域での生き物
調べでは、長良川や木曽川との違い、また上・中・下流域の違いなどにも気づくことが
出来ました。

▲コア山にて植樹体験

※この日の様子は

投稿コーナー

▲揖斐川上流での水質調査

にて紹介しています。

○長良東小学校４年生と総合学習野外教育活動
１１月２２日（木）、長良東小学校４年生１１９名の児童と野外教育活動を行いました。
この活動は、総合的な学習の時間において、
「長良川の環境を守ろう」と題して、身近
にある長良川の環境について、観察や調査を通してその実態を知り、自分たちに出来る
ことを考えることをねらいとしています。
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当日は、ゴミ調査・水生生物調査・水質調査と３グループにわかれ、それぞれ調査活
動に取り組みました。「長良川の水はどれくらいきれいなのか？」「長良川の河原の様子
はどのようになっているのか？」を調べました。最後に全体会でそれぞれのグループか
ら結果を発表してもらい、結果から、感じたことや疑問に思ったこと、長良川の環境を
守るために自分たちは何をするのかなどさまざまな意見も出ました。私達も改めて考え
させられる貴重な時間となりました。
限られた時間の中で効率的に活動することが出来、楽しみながら一生懸命取り組んで
いる子どもたちの姿に感動しました。

▲ゴミ調査の様子

▲水質調査の様子

▲水生生物調査の様子

○長良川流域連携クリーン作戦
１２月１日（土）、長良川上流域から下流域までの流域全体で一斉清掃活動を実施しま
した。上流域：郡上市白鳥町長滝道の駅付近、中流域：岐阜市長良雄総河原と千鳥橋か
ら鵜飼大橋下流までＥボートにて川を下り漂着ゴミ等の回収、下流域：桑名市長島町福
吉付近と船頭平閘門から海津市油島地先長良川大橋まで船により漂着ゴミ等の回収を行
いました。

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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投稿コーナー
○第１１回岐阜市まるごと環境フェアに参加して
晴天に恵まれ暖かかったので人出も例年より多く
ありました。会場の展示ブースには体験型のコ−ナ−
が少ないこともあって、当協会のデコパージュ（川原
の石に新聞写真・絵をはる）・ストーンペインティン
グ・竹でカニ作り・竹でツル作りに多くの方が立ち寄
って体験していただきました。
参加された年齢は子どもから年配の方まで様々で
した。デコバージュ体験では、石の片面に新聞写真を
貼ってニスを塗ることで作品を完成する方がほとんどですが、中には両面に 1 枚ずつ貼
り付けた作品を完成した方、また作成した作品に展示台を作って欲しいと依頼された方
など、参加者から今後の作品作りに向けて参考になる提案がありました。また当協会へ
の参加への呼びかけに積極的な方もおられました。

（梶浦 敬一）

○清流の川を未来に引き継ぐために〜まずは森作りから
山々が色づいた揖斐川上流の徳山ダム周辺で、11
月 4 日第 4 回ながらっ子レンジャー自然体験活動を
独立行政法人水資源機構と特定非営利活動法人揖斐
川自然環境レンジャーの協力を得て実施しました。
絶好の天候に恵まれたこの日、岐阜からバスで移動
し徳山ダムに到着後、水資源機構徳山ダム管理所所長
の高橋陽一さんから徳山ダムの説明を受けた後、ダム
堤を歩いて見学しました。その後徳山会館まで移動し、船でダム湖を横断しコア山（徳
山ダム堤の粘土を採取した場所）へ移動しました。
この山はロックフイルダム堤を作るための粘土を採取したため、裸地状態になってい
ます。そのため植生を回復しようと、実のなる木を植える行事が今年で１２回目、コア
山で説明を受けた後、穴を掘り苗木を入れ土で苗を固定した後、肥料を根元に少し与え
て水をまきました。その上でニホンジカの食害被害を防ぐネット設置のためのくい打ち
とネットを巻きつける作業は、子どもたちにとっては初体験でした。まずは森づくりと
いう所期の目標が達成できました。次に場所を藤橋城公園へ移動、昼食後水生生物調査・
水質調査を行いました。
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水質調査の結果から、本流は発電所工事の影響、支流は落ち葉と藤橋城の食堂の影響
などで川の汚れが見られました。今回の行事を支援いただいた関係諸団体に感謝します。
親子で参加した娘さんからはお父さんの働きぶりから「お父さんのすばらしいところ
が今日発見できた」と嬉しい発言もありました。

☆お

（梶浦

敬一）

知 ら せ☆

☆１月の河原活動は１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： 2 月１６日、3 月１６日）

〜 〜〜〜〜〜事務局より〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

○会員数報告（１２月２５日現在）
正会員 54 名

準会員 71 名

＊＊＊＊＊

賛助会員 19 名（合計 144 名）

賛助団体の紹介（平成 24 年 12 月現在 22 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・アピ株式会社様
※

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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○岐阜長良川温泉協同組合さんへ感謝状を贈呈させていただきました！
日頃から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協同組合さんから
寄付をいただきました。遅くなりましたが、１２／５
（水）、伊藤善男理事長さんに感謝状を贈呈させていた
だきました。今後とも末永くお付き合いよろしくお願い
いたします。

○新入会員さんを紹介します
苅谷敏彦さん、福岡政行さん、川南修三さん

○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
11/14

広告シナジー 五十川さん

11/14

長良東小学校 大石さん 椿倉さん

11/14

岐阜市

矢野さん

12/ 4

岐阜県

下野さん

12/ 5

あいおい損保 片桐さん

12/10

ハートリボン 遠藤さん

12/19

岐阜新聞

川田さん

12/19

キャノン

高井さん

12/20

坪井会計事務所

12/26

ランドブレイン（株）

万年屋商店さん

(独)水資源機構

酒田さん

浅井さん
大橋さん

7

岐阜県

下野さん

12/28〜1/26の環境レンジャー活動予定お知らせ、ご案内
日
12月28日

曜日

活動・イベント
金 仕事納め・大掃除

29

土

30

日

31

月

1月1日

☆環境監視センター大掃除
（日
時）１２／２８（金)１０：００〜１２：００
☆環境監視センター大掃除
１２月２９日（土）から１月６日（日）まで事務所はお休み
となりますので、よろしくお願いします。

火 元日

2

水 定休日

3

木 定休日

4

金 定休日

5

土 定休日

6

日 定休日

7

月 仕事始め

8

火

9

水

２０１３年
明けまして
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いしま
す。
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木 通信編集会議(14:00〜）

11

金 （お買い物はイオン岐阜店へ）

12

土 定休日

13

日 定休日

14

月 定休日

15

火 長良川現地調査(9:00〜）

16

水

17

木

18

金

19

土 河原活動(10:00〜12:00）

20

日 定休日

21

月

22

火

【編集後記】

23

水

24

木

25

金

上記のような活動・ｲﾍﾞﾝﾄがあります。
11月23日（金）午後竹林公園（岐阜市雄総河原）
で開催された竹林祭りのご案内を当協会もいただき参
なお詳しい内容については、事務局までお
加しました。
問い合わせください。
竹林の小道を分け入って進むと、竹と風が織りなす

26

土 定休日

イオン幸せのイエローレシートキャンペーン

☆１月の河原活動のご案内
日
時 １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（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
２月１６日(土)３月１６日(土)

心地よい音色に癒される広場が現れました。広場の周
りには、豚汁や焼き芋、コーヒー、竹細工などのコー
ナーがありました。中央には竹をあしらった立派な舞
台があり、各種の芸能が催されていました。
その中で私が注目したのは尺八の演奏です。司会者
によると竹林を守る団体の仲間同士がメンバーとのこ
とでした。当協会も会員同士でサークル活動ができれ
ばいいなとうらやましく思いました。今年も残り僅か
となりましたがよいお年をお迎えください。

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/
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