
「八溝自然たんけんたい」おめでとうございます！！

キッズミッションをやってみよう！
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　平成 28 年 6 月 8 日（水）に東京都千代田区　グランドアーク半蔵門での表彰式で地域環境保全功労者表彰を受賞し
ました。表彰式当日は平日のため出席はできませんでしたが，後日，大子町教育長から表彰状をいただき，エコクラブ
の子どもたちは緊張の中にもよろこびにあふれていました。エコクラブを結成して 20 年を顧みると地域の中で地道な活
動を続けてきたエコクラブの仲間たちの顔が浮かび感無量でした。
　今後の活動の励みにとして大子町の自然の素晴らしさをいかした活動を続けていく思いを強くしました。

－ 八溝自然たんけんたい 代表サポーター －

　小学校高学年向けの環境プログラムです。
　日常の生活において，ゴミ，水，電気の中から自分
で取組みやすいテーマを決めて取り組んでもらう学習
教材です。
　みなさんひとり一人の取組みにより環境は良くなり
ます。この機会にご家庭で実践してみてはいかがでしょ
うか？

　リーフレットは環境政策課の HP でダウンロードで
きます。

http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/
kansei/kankyo/kids-kidsmisshion.html

詳細については県環境政策課まで
　　　　　　　　　　℡　029-301-2933

平成 28 年度　環境保全功労者等環境大臣表彰をいただきました。

【プログラム】

【大子町教育委員長室で】

【エコクラブの仲間たち】



全国の仲間と交流してきました 

こどもエコクラブ全国大会参加報告 

しんそう世界だいすきクラブ 

平成２８年３月２７日(日)早稲田大学キャンパスにおいて全国大会が催され、しんそう世界 

だいすきクラブは茨城県代表として参加しました。全国各地からの参加者と交流を深め、お互いの 

活動を称えあいました。それぞれの地域にあわせた多彩な活動報告で、壁新聞にも個性あふれる 

ものが多く、これからの活動にヒントになるものが数多くあり、とても良い経験になりました。たくさんの 

人々と企業の方たちが、次代を担う子供たちのために汗を流す姿は、とても輝いていました。 

 
 

                   
  
グループごとに発表をし、グループの代表を             明日の資料作りと発表の練習をしました。

  決定します。一生懸命に発表し、質問にも 

  答えました。緊張しています。 

           
 
 長野県の仲間と交流中。名刺を渡して              企業のエコ企画に参加。大豆をお椀から 

自己アピール中。友達になりました。                べつなお椀へと移動。タイムレースです。 
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エコロジカルアックション報告
平成２８年度 NPO法人 エコミュゼ美浦

緑と湖自然学校 子どもエコクラブ

日本第２の「霞ヶ浦」の自然生態系調査・保護を流域活動諸団体と

（１）湖岸葦原刈払・砂浜育成 （２）定置網漁獲調査 （３）湖水検査・生態系調査

葦が使われなくなり枯れた葦が

泥土化を進めており、特に砂浜

保護して、シジミなど2枚貝等

霞ヶ浦は、外来魚ばかりとなり

きました。月例で定置網による

霞ヶ浦の自然回復に、アサザなど

をドローンを使い繁茂状況を撮影

協働する活動を土・日曜日に行っています。

を考えてゆきます。

（ドローンで３D画像調査など
大学院研究室の指導）

浮葉植物がどの様に影響するのか

して、水質との関係を調べ、対策

（生態系研究者の指導を

いただいてます）

日本在来種が見られなくなって湖水へ流入、水質汚染と湖底の

の葦を刈り払い処分して砂浜を

を回復します。

調査を行い推移を調べ、対策を

考えてゆきます。

（生態系研究者の指導をいただ

いてます。 県助成事業）

水水水戸戸戸市市市逆逆逆川川川こここどどどもももエエエコココクククラララブブブ

エエエコココロロロジジジカカカルルルアアアクククシシショョョンンン大大大作作作戦戦戦

「桜川・逆川のサケレンジャー 年の記録」
(1)水戸の桜川水系にサケが遡上して11年目 
平成17年11月7日、清流を悠々と泳ぎ、バシャバシャと産卵床を造るサケ

が水戸市桜川と逆川で初確認されました。クラブが出来た、その年です。  
当時のメンバーである6名の保育園とサケを観察して感動しました。 
なぜ、この桜川に？那珂川から迷ってきたのだろうか？平成13年に設置
された下流の柳堤堰(桜川の水位を上げて備前掘に導水する高さ5mのラバ
ー堰)を乗り越えられるわけがありません。しかし、この年は柳堤堰の上に
位置する橋の工事のため堰が倒伏され、サケが遡上できたのです。 

(
(2)なぜ、桜川にサケが上がるようになったのでしょう？ 
桜川流域は、平成８年頃から下水道整備が着々と進み、平成16年頃まで
には、柳堤堰の倒立で水が淀む偕楽園公園より上流は、サケ・アユが遡上

できる水質指標項目であるＢＯＤ３mg/L（河川の生活環境の保全に関する
環境基準--水産2級）を満たしており、堰が倒伏さえすれば、サケが遡上す
る川になっていたのです。 
 
(3)卵は命をはぐくんでいるの？ 
平成18年、新春を迎えた１月、クラブサポーターに特別採捕許可が下りま
した。卵は受精しているのか？川底から採卵すると、目がくっきりと見え

る卵を発見、その近くには稚魚もいました。しっかりと命が宿っていまし

た。水戸市では、平成19年から、サケを保全していくために、サケのあが
る11月から12月までの間、柳堤堰を倒伏する運用に切り替えました。その
後も毎年、サケは桜川に姿を現し、清らかな水を称えるかのごとく悠々と

産卵しています。 

(4)サケレンジャー隊が結成 
しかし、ここで問題が発生です。水戸駅南口周辺に産み付けられた卵は、

1月～2月にかけて下流の堰が上がると、水の流れが止まって酸欠になり、
死んでしまうのです。このため、平成 19年からサポーターが川底の卵を
掘り出し、メンバーが下流でキャッチする「サケレンジャー」隊が結成

されました。水戸駅南の桜川と逆川の合流点で、調査を行う特別採捕許

可を受けたサポーターとともに 10年間エコアクションを続けています。  

    
(5)分かったこと 
サケレンジャーを通じて、桜川・逆川に遡上しているサケの卵の受精

率は約 3%であることが分かりました。 
また、遡上してくるサケの数は、年によって差が大きく、最も多かっ

た年は 2011年の 443尾、少なかった年は 20尾です。 
 (6)飼育 
採取された卵は各自、自宅に持ち帰り、2か
月間、育てます。生まれて約 3 週間は何も食
べずに「さいのう：卵の栄養分」で育ちます。

自分で泳いで餌を食べる力を身につけるまで

には 4週間必要です。そして、2月下旬、クラ
ブメンバーとともに、大きく育った稚魚を桜

川に放流しています。 

    
サケが遡上した当時のメンバーは今年、高校生になります。今では 130名余りの 
逆川こどもエコクラブの子供達の面倒をみるリーダーに成長を遂げ、ホタル再生や

千波湖ビオトープ事業等、地域の環境保全の担い手として ESDを実践しています。 
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「児童・少年の健全育成」ニッセイ財団より助成

・・・ やちよエコクラブ ・・・

 
屋外ラボ用テント一式 環境・体験用具一式 記録用具等一式

 
屋外ラボ組み立て作業中 双眼鏡の使い方説明 野鳥の観察

 
煮干しの解剖体験 自然体験活動 葉っぱラッパー図

自然素材で工作 細かく見てみよう フォトフレームで活動紹介

身近な植物の観察 探検のまとめ

♡♡助成ありがとうございました♡♡

やちよエコクラブ活動 年目

でニッセイ財団より助成をい

ただき，これまでそしてこれ

からへ強い応援メッセージを

いただいたと感じています。

子どもたちが，ここに

生まれてよかったと

思える環境を守る学び

の場つくりに励みます。  27
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身近な植物の観察 探検のまとめ

♡♡助成ありがとうございました♡♡

やちよエコクラブ活動 年目

でニッセイ財団より助成をい

ただき，これまでそしてこれ

からへ強い応援メッセージを

いただいたと感じています。

子どもたちが，ここに

生まれてよかったと

思える環境を守る学び

の場つくりに励みます。  

茨城県内には活動のアドバイスをしてくれる応援団の先生がいます。相談にのって
いただくこともできますので，下記のこどもエコクラブ茨城県事務局にお問い合わせ
ください。

氏  名 こんな応援ができます

糸川 正躬
（水戸市）

自然観察会の指導，身近な自然の生態系の解説，自然保護や環境
保全指導，那珂川・久慈川流域の解説

中村恵美子
（水戸市）

子ども達と里山観察会や里山遊び，草木染め，エコクッキング，
リサイクル，タウンウォッチング，マップ作り

三澤  豊
（ひたちなか市）

地球温暖化防止，環境教育の指導・実験，体験，遊びを通した地
球温暖化，水質汚染などの環境学習，水質・土壌・大気・化学物
質など環境汚染の解説

水野恵美子
（水戸市）

自然リースづくり，ネズミ・フクロウづくり（材料多種），里山
観察会，地球温暖化防止（参加型・解説），エコクッキング，室
内・野外対応参加型体験学習（水・動植物）

宮田 國敬
（大子町）

環境問題についてのアドバイス，野鳥観察会の解説，自然観察会
の解説，登山やハイキングのガイド

〒310-8555 水戸市笠原町978-6
茨城県生活環境部環境政策課内

TEL 029‒301‒2940 FAX 029‒301‒2949
E-mail : kansei1@pref.ibaraki.lg.jp

こどもエコクラブ茨城県事務局

氏　名 こんな応援ができます

　糸川　正躬
　（水戸市）
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子ども達と里山観察会や里山遊び，草木染め，
エコクッキング，リサイクル，タウンウォッ
チング，マップ作り
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水野恵美子
（水戸市）

自然リースづくり，ネズミ・フクロウづくり
（材料多種），里山観察会，地球温暖化防止（参
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対応参加型体験学習（水・動植物）
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環境問題についてのアドバイス，野鳥観察会
の解説，自然観察会の解説，登山やハイキン
グのガイド

茨城県内には活動のアドバイスをしてくれる応援団の先生がいます。相談にのって
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ください。
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E-mail : kansei1@pref.ibaraki.lg.jp

こどもエコクラブ茨城県事務局

茨城県内には活動のアドバイスをしてくれる応援団の先生がいます。相談にのって
いただくこともできますので，下記のこどもエコクラブ茨城県事務局にお問い合わせ
ください。

氏  名 こんな応援ができます

糸川 正躬
（水戸市）

自然観察会の指導，身近な自然の生態系の解説，自然保護や環境
保全指導，那珂川・久慈川流域の解説

中村恵美子
（水戸市）

子ども達と里山観察会や里山遊び，草木染め，エコクッキング，
リサイクル，タウンウォッチング，マップ作り

三澤  豊
（ひたちなか市）

地球温暖化防止，環境教育の指導・実験，体験，遊びを通した地
球温暖化，水質汚染などの環境学習，水質・土壌・大気・化学物
質など環境汚染の解説

水野恵美子
（水戸市）

自然リースづくり，ネズミ・フクロウづくり（材料多種），里山
観察会，地球温暖化防止（参加型・解説），エコクッキング，室
内・野外対応参加型体験学習（水・動植物）

宮田 國敬
（大子町）

環境問題についてのアドバイス，野鳥観察会の解説，自然観察会
の解説，登山やハイキングのガイド

〒310-8555 水戸市笠原町978-6
茨城県生活環境部環境政策課内

TEL 029‒301‒2940 FAX 029‒301‒2949
E-mail : kansei1@pref.ibaraki.lg.jp

こどもエコクラブ茨城県事務局

〒310-8555 水戸市笠原町978-6
茨城県生活環境部環境政策課内
TEL 029‒301‒2933
FAX  029‒301‒2949

E-mail : kansei1@pref.ibaraki.lg.jp

こどもエコクラブ茨城県事務局
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http:// www.j-ecoclub.jp/ 
E-Mail j-ecoclub@eic.or.jp

ＪＥＣ                      

http:// www.j-ecoclub.jp/ 
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