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川でむすぶ

＜事業報告＞

   ①川前秋の清掃          ②新潟掘割シンポジウム＋沼ノ平福寿草 

   ③好間川鮭稚魚放流支援      ④定例清掃 

＜行事案内＞

 ①平成３１年度総会       令和元年 5月19日（日） 

   ②夏井川流域一斉水質調査    令和元年 6月 9日（日） 

   ③福島県水環境活動団体交流会  令和元年 6月29日（土）～30日（日） 

④定例清掃 

＜募集案内＞ 

    ２０年史の記事・資料・写真 

総会の開催に向けて ～ 平成から令和へ

当会は、平成 12 年（2000 年）9月発足しました。従って、今年度が 20 周年目になります。

これまで、支えて下さった会員の皆さんに深くお礼申し上げます。 

小川公民館で産声を挙げた時は、私たち流域住民自身の手で自然に恵まれた夏井川を美し

いまま次世代に繋ぎ守り育てていこうとの想いだけで会を立上げました。自分達でできるこ

とを実践していこうと、水辺の学校や川沿いウォーキングやサイクリング等、手探りしなが

ら一歩一歩、夏井川と接してきました。無我夢中で歩き続けてきたこの 20 年だったと思いま

す。 

今振り返ってみますと課題も山積しており、何よりも世話人・会員の高齢化の問題が顕在

化しています。これまでの事業活動の継続維持も精一杯の状況ですが、そんな中でも楽しく

活動していきたいと考えております。 

平成最後の総会を５月に開催します（詳細は、p5 参照）。今年度も総会をスタートとして毎

月行事が１～２回開催されます。川の魅力を子どもたちに伝えていく場として、多くの方の

参加をお待ちしています。 
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＜事業報告＞ ①川前春の清掃                   田中博文

 ３月２４日（日）川前春の清掃に参加しました。夏井川流域の会の中流域で活動している「夏

井川をきれいにしま専科」の団体主催で、今年で１４回目となります。 

当日は決行冷え込みましたが３０名ほどの参加者が集まり、小学生のお子さん連れの参加者も

いました。今回私は初めて鹿ノ又川沿いを北上するルートを担当しました。道路沿いの新しいゴ

ミは普段から拾っているという皆さんの言葉通り少なかったのですが、斜面には古い缶・ペット

ボトルがあり、古タイヤも２本ありました。また、路肩にはタバコ吸い殻が一定間隔で落ちてお

り、ポイ捨て？山火事の心配はしないのか？と思いつつ拾いました。 

昼近くに公民館に戻り、カレーなど御馳走になりました。 

次回は秋の清掃で、１０月末頃の予定です。（近くなりましたら案内します） 

         開会挨拶               気温２℃でした 

     細い道も歩いて拾いました          公民館に戻り昼食 

＜事業報告＞ ②新潟掘割シンポジウム＋沼ノ平福寿草祭り   佐藤雅子

平成 31年 3 月 30、31 日、新潟市と喜多方沼ノ平に行ってきました。 

例年喜多方福寿草祭りには県内河川交流会メンバーで訪問しています。 

今年は同時期に全国河川交流会でも親交のある新潟の川上さんからシンポジウムの案内が来て、

新潟と喜多方は近い、それなら一緒に！と乗った福島県勢 8人で押しかけました。川上さんは、

まさか私たちが行くとは思わなかったでしょうが、全国河川愛護団体交流会は全国の方々との絆

が深い。県外から掘割再生活動を応援することになったのです。 
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■新潟「開港都市ニイガタの 150 年後を語る」 シンポジウム会場「クロスパルにいがた」 

 ①最初のあいさつに立った主催者の川上さんでしたが、いつの間にかキイワードを画面に出し

て本題に入っていました。１．カップヌードル２．ピクトグラム（これが何につながるのだろ

う？と考えながら聞いていましたが）３．城下町・・・・港町、新潟港、イザベラバード、萬

代橋と川汽船、海岸決壊、大河津分水、新潟大火、西堀の埋立、上越新幹線開業、やすらぎ堤、

新潟夜景など次から次に出した３２の言葉で説明し、「水辺を創る」と新潟を語り終えました。

新潟の歴史や産業、風土文化をわかりやすく話す川上さんに脱帽。簡単な挨拶で時間を無駄に

しないシンポジュウムの進め方。私たちはまた新潟で教えられました。（というのも、夏井川

イベントでのアクアボールは、新潟の交流会でヒントを得て取り入れたものなのです） 

②絵本「すわ郎くんの掘割再生物語」朗読上映のあと、5人の女性が語る「150 年後のニイガタ」

では、女性ならではの意見が出て、女性の視点、若い人の感覚はとても大事だと思いました。 

③懇親会には川上さんはじめ顔なじみの「掘割再生まちづくり」メンバー阿部さん、嶋田さん

そして 95 歳の野上さんなど日ごろ活動している方々に、シンポジュウム発言者の 5 人の女性

が加わって、新潟ならではの事情などをそれぞれ聞くことができました。酒席は最もよい情報

交換場ですね。150 年後もいいですが、今現在の新潟も謳歌したい。 

■喜多方沼ノ平「福寿草まつり」 

いわきの人間には雪は喜多方で見たいものの一つですが、昨今の気象状況は沼ノ平にも異変、

雪が見当たりません。所々の斜面で青々とした葉を広げた福寿草が黄金色の花を広げていまし

た。まるで店じまいだけど待っていたよ、と言わんばかり。私たちは「また来年来るよ」と別

れてきました。地元の蕎麦と天ぷらと餅をいただき、語り部の昔乙女の伝承（なぜ 5月の節句

にショウブとヨモギを軒先に飾るのか）を聞きながら、ゆったりした時を過ごしました。 

＊人々と直接会うことがどれだけ心豊かになるか。お会いした方々のお顔を思い出すだけでたく

さんの想いが沸き上がります。紙面に書ききれない話や事情は直接会話で知ることができます。

夏井川流域 NW 事業に参加して、この面白さを味わってください。 

   掘割再生の講話     女性たちのディスッション        懇親会 

    ２次会後            福寿草 1           福寿草 2 
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＜事業報告＞ ③好間川鮭稚魚放流支援               佐藤忠 

 平成 31年４月 16 日（火）好間川松坂吊り橋直下流での放流 

  〇 9 時～ 好間保育園園児 20 名参加 

  〇10 時～ 好間一小 4年生 52 名参加 

 併せて一万匹の稚魚が放流されました。子供たち、目を輝かせ、“大きくなって帰ってきてね”

と放しました。また、併せて、放流地点で採取したヘビトンボやカゲロウの幼虫等の水生生物の

観察支援を実施しました。 

        鮭稚魚放流                 水生生物調査 

＜事業報告＞ ④定例清掃                       佐藤忠 

 毎月第一土曜日を定例として、清掃活動を実施しています。 

 ①平成３０年１２月１日（土）７：３０～ 

夏井川河口親水空間の草刈。当会５名参加 

 ②平成３１年１月１２日（土）８：００～ 

夏井川防災ステーション周辺と新田川右岸法面 

の雑草の刈り払い、雑草繁茂し苦労かけました。 

当会６名参加、市河川課職員４名参加、感謝です。 

 ③平成３１年２月２日（土）８：００～ 

夏井川防災ステーションにて実施。当会５名参 

加、市河川課職員５名参加 

 ④平成３１年３月２日（土）８：００～ 

新川アリオス脇の親水空間（「ひょうたん島」）の 

土砂撤去。当会６名参加、県職員１名参加 

 ⑤平成３１年４月６日（土）８：００～ 

新川アリオス脇の親水空間（「ひょうたん島」）の 

土砂撤去（島の縁取り箇所をホースにて水洗い。 

左岸側流路整備し、水流良好になる）当会５名 

 草刈参加者の皆様へ、有難う、感謝です。 

防災ＳＴ・新田川の清掃 

新川ひょうたん島の清掃 
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＜行事案内＞ ①平成３１年度総会

今年度の総会では、今までを振り返り、令和の時代に向けて次のステップへの飛躍の契機にし

たいと思います。多くの会員の皆さんのご参加をお待ちしております。 

○日 時 ： 5 月 19 日（日）10:00 開始 

○場 所 ： 夏井川防災ステーション（いわき市好間町川中子字落合 96-2） 

○議 題 ： 平成 30年度野事業報告・決算報告・監査報告、令和元年度事業計画（20周年 

記念事業を含む）、予算案 

○総会後の予定 

  防災関連の講話（11:15～） → 昼食（12:00～）→ 「夏井川流域の会」総会（13:00～）  

→ 水質調査・水辺の観察・水生生物調査（14:00～） →終了（15:00） 

  ※昼食・飲み物・水辺調査用長靴は各自で準備して下さい 

総会場所（夏井川防災ステーション） 
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＜行事案内＞ ②夏井川流域一斉水質調査

下記のとおり毎年定例の一斉水質調査を行ないます。平成 19 年からスタートし、今年で１３回

となります。 

※今年の開催日は２週目の日曜日です。お間違えのないように！！ 
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＜行事案内＞ ③福島県内水環境活動団体交流会

下記のとおり毎年定例の県内交流会があります。平成１５年にスタートし、今年で１５回とな

ります。会場は県内持ち回りで、今年は北塩原です。 
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＜行事案内＞ ④定例清掃

 毎月第一土曜日を定例として、清掃活動を実施しています。実施場所は、５月～１２月は(a)

夏井川河口右岸親水公園、１月～４月は(b)新川アリオス裏ひょうたん島・(c)夏井川防災ステー

ションです。(b)と(c)については、追加で不定期に実施することもあります。 

 当面の予定をお知らせします。各地とも１０名くらい必要ですが、実際４～５名ほどの参加で

進みません。道具は当会で用意しますので、多くの方の参加をお願いします。 

 なお、雨天の場合は中止となります。 

 ○５月１８日（土）７：３０～ 夏井川防災ステーション （臨時） 

 ○６月 １日（土）７：３０～ 夏井川河口右岸親水公園 （定例） 

 ○７月 ６日（土）７：３０～ 夏井川河口右岸親水公園 （定例） 

 ○７月１３日（土）７：３０～ 夏井川防災ステーション （臨時） 

 ○８月 ３日（土）７：３０～ 夏井川河口右岸親水公園 （定例） 

 ○８月１０日（土）７：３０～ 新川アリオス裏ひょうたん島 （臨時） 

 ○９月 ７日（土）７：３０～ 夏井川河口右岸親水公園 （定例） 

＜募集案内＞ ２０年史の記事・資料・写真

 当会は平成１２年９月発足し、今年で２０周年目となります。その節目を記念し２０年史を発

行する予定で動き出しております。 

夏井川に係わる風俗や歴史の変遷、古い写真、皆さんの思い・意見など、一言でも構いません

ので当会世話人に是非お知らせ下さい。 

 ○２０年史目次案

   はじめに、1.夏井川流域の概要、2.夏井川流域NWの活動、3.流域の会の発足と活動、

4.活動の思い出、5.今後の発展に向けて、資料編 

 ○期日予定  収集期限：令和元年１０月上旬  発行：令和２年３月 

～～～ 会員の皆様からの御寄稿をお待ちしております ～～～ 
（行事予定は下記ホームページでも案内しています） 
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