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☆２０１３年の年頭にあたって☆
ＮＰＯ法人長良川環境レンジャー協会
理事長

坂井田 節

謹んで新年のお慶びを申しあげます。
日頃より当協会に対しまして、ご支援とご協力を頂き厚く御礼申しあげます。
私は昨年 5 月末に理事長に就任して以来 8 か月を経過し、新しい年を迎えました。
何分すべてが新しいことばかりで、はらはらどきどきの毎日でした。幸い皆様方の心温
まるご指導に助けられ、今日に至っております。厚く御礼申しあげます。
当協会は「清流長良川を次の世代に引き継ごう

」を基本理念として活動している

ボランティア団体です。そこで「ボランティア活動とは何か」を私なりに解題したいと
おもいます。
思えば今から 18 年前の 1995 年 1 月 17 日の阪神大震災を機に、ボランティア活
動が日本全土に定着しました。当時私が勤務しておりました大学でも何人もの学生が参
加しました。その中で一人の女子学生は、期末試験が終了した 2 月初めから１か月間神
戸で活動し、大学に戻ってきました。その学生に「あなたにとってボランティア活動は
なんだった？」と問いかけました。それに対し彼女は即座に「自己満足でした」と答え
ました。私はもっと一般的な返事を予想していたので、想定外でした。
河原での清掃活動の場合も、
「河原がきれいになった」とか「人に感謝された」
とかはボランティア活動の結果であって本質ではないと思います。ボランティアの本質
は見返りを求めないことにあります。自分がこれだけのゴミを拾ったという達成感、充
実感、満足感です。
当協会におきましても皆様方が楽しく活動でき、充分自己満足していただける１年に
なることを願っております。今年もよろしくお願い申しあげます。
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１２月．１月の環境レンジャーの主な活動

１２月２８日

環境監視センター大掃除

１月１５日

清流清掃事業現地調査

１月１６日

平成２４年度清流清掃事業反省会

１月１９日

１月度

河原活動

○柳津小学校５年生総合学習出前講座〜柳津の環境〜
昨年１１月２９日（木）に、５年 1 組（３５名）
５年４組（３５名）の教室に、学校の裏を流れる「境
川を美しくしたい」という願いの環境学習に参加し
ました。各クラスともそれぞれ４５分間の学習時間
で、「長良川の現状」「長良川を守るための私たちの
活動内容」等について話をしてきました。
児童達は「境川」に入り、ゴミ拾い・水質調査を
事前に行ったり、境川を美しくしたいという願いか
ら、ポスター作り、アクリルたわし作り等の活動をはじめていました。
「川の汚れの原因は？」「境川を美しくするには何をすればいいのか」「自分達に出来
ることは？」
「レンジャーの人達はどうしてそんなに一生懸命活動できるのか」等々最後
には先生が時間が無いのでと質問時間を切るほど多くの質問が出されました。
児童たちの生き生きとした態度、なんとかして境川
を美しくしたいという熱意が熱く感じられました。最
後に、
「自分達の身近からキレイにすること」
「ゴミは
拾うことより、まず捨てない」「今日の学習が無駄に
ならないように、今日の気持ちを大人になっても忘れ
ないでほしい」とお願いして帰りました。
（森瀬

修良）
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☆お

知 ら せ☆

☆２月の河原活動は２月１６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（１月３１日現在）
正会員 55 名

準会員 71 名

＊＊＊＊＊

賛助会員 19 名（合計 145 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
○新入会員さんを紹介します
辻和久さん

○環境監視センターへの来訪者ご紹介
1/11 柳津小学校
1/16 岐阜県

瀬良さん

安江さん

下野さん 新海さん

1/19 岐阜信用金庫 水谷さん
1/23 岐阜土木事務所 志知さん

カワダ建設

園部さん

1/2４（財）岐阜観光コンベンション協会 臼井さん
1/30 （独）水資源機構

酒田さん ハートリボン
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遠藤さん

2/1〜3/2の環境レンジャー活動予定お知らせ、ご案内
日
2月1日

曜日
金

活動・イベント

2

土 定休日

3

日 定休日

4

月

5

火

6

水

7

木

8

金 陽南中学校１年生校外学習(15:00〜）

9

土 河川環境啓発活動チーム会議(10:00〜）

☆河川環境啓発活動チーム会議
(日 時)２/９（土）10:00〜12:00
(場 所)長良川環境監視センター 会議室
※２４年度の反省と２５年度の活動についてみんな
で話し合いましょう！

☆２月の河原活動のご案内
日
時 ２月１６日(土)10:00〜12:00
集合場所 長良川環境監視センター
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日 定休日

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。

11

月 イオン幸せのイエローレシートキャンペーン

12

火 通信編集会議(14:00〜）

13

水 平成24年度河川環境検討連絡会

14

木 戦」参加団体交流会

15

金

16

土 木曽三川ふれあいセミナー（木曽川）

17

日 木曽三川ふれあいセミナー（長良川）

18

月

19

火 岐阜県河川環境研究所研究成果発表会

20

水

21

木 平成２４年度功労団体表彰式

22

金

23

土 定休日

24

日 木曽三川ふれあいセミナー（揖斐川）

25

月

【編集後記】

26

火

27

水

28

木

3月1日

金

１月１５日（月）関市内から岐阜市にかけて、真冬
の長良川を下り河畔に打ち上げられたゴミの実態調査
上記のような活動・ｲﾍﾞﾝﾄがあります。
を行いました。前日の雨で増水しており水の冷たさも
なお詳しい内容については、事務局までお
格別で緊張感のある初仕事でした。
日頃清掃活動している範囲を広げたこともあって、
問い合わせください。
知らない場所での淀みに多くのゴミが水辺や陸におい
て確認することができました。また、流れの強いとこ
ろは綺麗な状態で予想通りでしたが、陸路とボートに
よる水辺からの視点での調査結果ではかなり違ってい
ました。
この活動を通して感じたことは、拾った場所でのゴ
ミの量は集計し確認できていますが、川の実態を知る
意味では、さらに一歩進め、流域全体を視野に入れ出
来る限り広範囲にて記録し、継続して実施していく必
要性があるということでした。
会員の皆さん、今年も新たな活動を期待しながら全
員一丸となって頑張りましょう！

定休日
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（お買い物はイオン岐阜店へ）

「伊勢湾

※今後の河原活動予定日
３月１６日(土)は「春季長良川クリーン作戦」と
題して河渡橋周辺の清掃活動を実施します。

森･川･海のクリーンアップ大作

☆フォーラム・セミナー等のご案内
○「伊勢湾森･川･海のクリーンアップ大作戦」
（日時）２／１４(水)１３：３０〜１６：００
（場所）三重県津庁舎本館６階

河原活動(10:00〜12:00）
定休日

○木曽三川ふれあいセミナー
（日時）２／１６(土)１３：００〜１５：００
（場所）水辺共生体験館
（日時）２／１７(日)１３：００〜１５：００
（場所）水辺共生体験館
（日時）２／２４(日)１３：００〜１５：００
（場所）大垣市防災センター

（財）岐阜観光コンベンション協会

○平成24 年度岐阜県河川環境研究所研究成果発表会
（日時）２／１９(火)１３：００〜１６：００
（場所）美濃会場（中濃総合庁舎）

定休日

＜〜３日＞ＲＡＣフォーラム

土 伊勢湾流域圏再生フォーラム

11月〜3月の間、事務局は平日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。 （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/nagaraga wa/
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