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 新年のご挨拶新年のご挨拶新年のご挨拶新年のご挨拶    

 

特定非営利活動法人 会津阿賀川流域ネットワーク 

            理事長   髙 橋 利 雄 

 

新年明けましておめでとう御座います。 

 会員の皆様におかれましては、健やか

に新年を迎えられたこととお慶び申し上

げます。 

 早いもので平成 23 年 3 月 11 日に発生

した東日本大震災は 2 年を迎えようとし

ています。更に 7 月に発生した新潟・福

島豪雨災害は忘れられない未曾有の大災

害ありました。これに対応して福島県は、

国の支援のもと 1 日も早い復興を目指し

て、津波により誘発した原発事故による 

避難民の早期帰郷を図るため、放射能徐

染を行い線量の低減、津波防御にための 

海岸堤防への着手など被災各市町村の復

興計画が進んでいます。また、豪雨災害

による只見川の災害復旧工事も、福島県

から国土交通省阿賀川河川事務所に委託

され順調に工事が行われております。一

日も早い復興を祈りたいと思えます。 

 さて、このような地域状況の中で昨年

度の活動は、津波により被災した子ども

達がいまだ水が怖い川に入れないとの事

であり、福島県会津自然の家と阿賀川・

川の達人の会及び当会（会津阿賀川流域

ネットワーク）が共催し、子どもたちを

福島県全土から公募し「阿賀川と遊ぼう

in 会津」を平成 24 年 8 月 11 日（土）に

開催いたしました。子どもたちも被災し

たものやそうでないもの活動でしたが、

川流れ、カヌー体験、水性生物学習など

震災を忘れたように遊ぶ姿に安堵したも

のです。更に昨年度の活動として総合学

習やオキナグサの保護、ホタルの再生活

動など会員単独活動や NPO 法人との共

催・後援・協力で活動しているところも

ありまた。 

 また、活動資金捻出に苦慮している会

員には、助成事業 10 万円と 2 万円（河川

美化）、また、昨年度からは事業活動規模

が大きく当会の定款を満足し人件費の必

要が認められる事業で共催、後援、協力

の認可できる事業。30 万円程度 各会 1

事業とする。以上の活動資金は平成 25 年

も継続して行います。是非ご利用いただ

きますようお願いいたします。 

最後になりますが、収益事業につきま

しては，昨年は 2 回目の住民参加阿賀川

河川管理作業及び阿賀川環境整備事業モ

ニターリング調査作業を一般競争入札で

落札できました。 

今年度も 3 回目の挑戦ですが、上記 2

件の競争入札に参加する予定です。これ

らを実施する事による収益で持続可能な

運営を行っていければと思っています。 

会員皆様のご支援をお願いいたしまして

新年のご挨拶といたします。 
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【01】湯川 春の一斉清掃（NPO、阿賀川・川の達人の会） 

４月２２（日）早朝６時から「湯川の水環境を考える市民の会」主催の湯川 春の一斉清

掃が行われ、NPO、阿賀川・川の達人の会が参加協力して湯川を綺麗にしました。多くの会

員に参加して頂きました、ご協力ありがとうございました。 

 

 

【02】オキナグサ祭り（NPO、翁草を愛する会、阿賀川・川の達人の会） 

平成２３年４月２２日（日）会津美里町大石農村公園付近に於いてオキナグサ祭りが開催

されました。現地では「翁草を愛する会」の方々がオキナグサの説明や現地案内をしてい

ました。来年も綺麗な赤紫の花を見せてくれることを期待したいと思います 

 

 

【03】５月アドベンチャークラブ（阿賀川・川の達人の会、NPO） 

５月１２（土）雨天のため、屋外活動は出来ず、NPO 法人会津阿賀川流域ネットワークの事

務所をお借りして 第１回目の活動を行いました。野草について勉強をし、その後で野草の

天ぷらを揚げてみんなで食べました。 
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【04】安全大会（NPO） 

平成２４年６月５日（火）北会津公民館に於いて阿賀川河川事務所の長谷川管理課長、北

会津出張所佐藤所長、塩川出張所加藤係長にご出席頂き当会が受託した除草に関わる安全

大会を開催、その後新型除草機械の説明会と試運転をしました。 

 

 

【05】除草作業開始（NPO） 

平成２４年６月６日（水）より除草作業が始まりました。この日まで作業の安全対策検討

や周知確認のため準備してきました。前日６月５日に上記安全大会を実施、安全対策の周

知など確認し合い全員で無事故無災害を誓い除草作業が開始しました。この作業には阿賀

川、日橋川周辺住民の方々のべ１５００人が作業をする予定です。 

 

 

 



 

5 

 

【06】６月アドベンチャークラブ（阿賀川・川の達人の会、NPO） 

６月９（土）会津美里町せせらぎ公園、管理棟に木工クラフトをしました。木の枝や木端

を使い色々なものを作り、みんなの前で発表をしました。みんな良く出来ていました。 

 

 

【07】伊達市立大枝小学校総合学習支援（阿賀川・川の達人の会、NPO） 

平成２４年６月１５日（金）大枝小学校５年生５名、６年生６名、引率先生４名が蟹川橋

下流に於いて水生生物調査、透視度調査をしました。水生生物調査ではプラナリア、カワ

ゲラ、トビケラ、コオニヤンマなど、魚ではカマツカ、アブラハヤなどが採れました。 

県北の川との違いが分かったと思います。 

 

【08】水防訓練見学（NPO、阿賀川坂下会、阿賀川・川の達人の会） 

平成２４年６月２１日（木）塩川の日橋川右岸に於いて阿賀川水防連絡会主催の夜間水防

訓練があり NPO、阿賀川坂下会、阿賀川・川の達人の会が見学をしました、阿賀川坂下会で

は子供も見学して訓練の様子を真剣に見ていました。 
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【09】湯川村立勝常小学校総合学習支援（講和）（阿賀川・川の達人の会、NPO） 

平成２４年７月１２日（木）湯川村立勝常小学校３年生１４名が学校内で「川と私たちの

関わり」「阿賀川の生物」「ジャコウアゲハについて」「水辺の鳥について」について勉強し

ました。 

 

【10】7 月アドベンチャークラブ（阿賀川・川の達人の会、NPO） 

平成２４年７月１４日（土）本郷大橋下流左岸に於いてカヌー体験をしました、天気も良

く、青空のもとカヌーでスイスイ。また上流から川流れをしました。終了時間になっても

「もっとやりたい・・・」との声があり、ずいぶん楽しかったと思います。 

 

【11】湯川村立勝常小学校総合学習支援（屋外）（阿賀川・川の達人の会、NPO） 

平成２４年７月１８日（水）湯川村立勝常小学校３年生１４名が立川橋上流右岸に於いて

水生生物調査、透視度調査をしました。水生生物調査ではプラナリア、カワゲラ、トビケ

ラ、コオニヤンマなど、魚ではシマドジョウ、アブラハヤなどが採れ、特に珍しいゲンゴ

ロウの幼虫が採れました、全員が初めて見たとのことでした。 
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【12】東尾岐神籠子ども育成会放流(会津漁協、NPO) 

平成２４年７月２２日（日）午前１０時から１１時３０分、宮川支流一級河川阿賀川支流

東尾岐川に於いて、この地域に居住する子供たち東尾岐神籠子ども育成会子供７名、大人

３名と会津漁協４名が協同して魚の放流と自然観察、周辺の清掃をしました。 

 

 

【13】両沼理科研究部会研修(阿賀川・川の達人の会、NPO) 

平成２４年７月２６日（木）会津美里町せせらぎ公園近くの阿賀川に於いて両沼の理科の

先生方７名が水生生物調査、透視度測定、パックテストの実習をしました。講師より生物

の捕まえ方や特徴などについて講義がありそのあと川に入り採集、捕れたものを分類しま

した。プラナリア、コオニヤンマ、トビケラ、カゲロウ、カジカ、アカザなど沢山の水生

生物が採れました、学校に帰り子供たちに川の楽しさや生き物について話をして頂ければ

嬉しいですね。 

 

【14】東町のびやか保育園地域支援(阿賀川・達人の会、NPO) 

平成２４年７月２７日（金）東町のびやか保育園の年長児を対象に田付川幸橋下流に於い

て水生生物の採取、観察を行いました。 

ザリガニ、ドジョウ、トンボのヤゴ、トビケラ等々沢山の水生生物を見つける事が出来ま

した。みんな楽しそうでした、川に興味を持って安全に遊んでください。 
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【15】荻窪子ども育成会放流(会津漁協、NPO) 

平成２４年７月２８日（土）午前１０時から１１時３０分、宮川支流一級河川阿賀川支流

東尾岐川に於いて、この地域に居住する子供たち荻窪子ども育成会子供７名、大人３名と

会津漁協４名が協同して魚の放流と自然観察、周辺の清掃をしました。 

 

 

【16】日橋川・川の祭典(阿賀川・川の達人の会、NPO) 

平成２４年７月２９日（日）喜多方市塩川町の日橋川河川敷周辺に於いて川の祭典が開催

されました。阿賀川・川の達人の会、NPO ではニジマスつかみのスタッフ、カヌー体験、カ

ヌーでの川下りデモンストレーションを行いました。大雨の後なんとか開催することが出

来ました。 

 

 

【17】南町保育園地域支援(阿賀川・達人の会、NPO) 

平成２４年８月２日（木））南町保育園の年長児を対象に湯川大橋下流に於いて水生生物の

採取、観察を行いました。 

ザリガニ、ドジョウ、トンボのヤゴ、トビケラ等々沢山の水生生物を見つける事が出来ま

した。みんな楽しそうでした、川に興味を持って安全に遊んでください。 
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【18】８月アドベンチャークラブ キャンプ（阿賀川・川の達人の会、NPO） 

平成２４年８月４日（土）～５日（日）蟹川橋上流会津若松市水辺の学校付近に於いて２

日間にわたりキャンプをしました。天気も良く、川流れや魚とりをしました。また特別に

会津漁協さんのご協力により投網や刺し網の体験をしました。夜にはカレーライスや焼き

肉を食べ、暗くなってからは花火を楽しみました。みんな楽しかったようです。 

 

【19】阿賀川と遊ぼう in會津(NPO、阿賀川・川の達人の会) 

平成２４年８月１１日（土）NPO、阿賀川・川の達人の会、福島県会津自然の家が協同して

本郷大橋下流左岸に於いて「阿賀川と遊ぼう in會津」を開催しました。福島県各地から集

まった子供たちが川流れ、カヌー、水生生物学習をしました。天気も良くみんな楽しく体

験活動をしていました。
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【20】阿賀川の水辺で学ぼう(阿賀川坂下会、NPO) 

平成２４年８月１８日（土）会津坂下町の阿賀川周辺にて阿賀川坂下会の会員と子供たち、

阿賀川漁協、広瀬小学校校長先生の協力を得て「阿賀川の水辺で学ぼう」を目標に子供３

０名、父兄２５名、協力者５名の計６０名が川の勉強会をしました。 

 

 

【21】除草作業開始に伴うビラ配布(NPO)  

平成２４年９月７日（金）阿賀川、日橋川除草作業受託に伴い作業前に周辺の皆様へ作業

の案内ビラを配布しました。 

 

【22】小金井小学校総合学習支援(阿賀川・達人の会、NPO) 

平成２４年９月１１日（火）会津若松市立小金井小学校の４年生１０４名が湯川天神橋上

流右岸 湯川いこいの河畔公園付近に於いて水生生物の調査、透視度調査をしました。採

れた水生生物はプラナリア、トンボのヤゴ、トビケラ、カゲロウ、シジミ、シマドジョウ

などで数多くの生物がとれました。湯川には多くの生き物がいることが分かったと思いま

す。 
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【23】外来植物アレチウリ駆除(阿賀川・達人の会、NPO) 

平成２４年９月１４日（金）大川ダム周辺の環境をはじめ、在来種と多様な生態系を保全

するためアレチウリの繁殖拡大を防ぐ対応が必要となります。アレチウリ駆除には抜本的

な対策はなく、今のところ人手による抜き取りや刈り取りにより駆除を行っているのが現

状です。 

 

 

 

【24】尾岐公民館木工クラフト(阿賀川・達人の会) 

平成２４年９月２２日（土）会津美里町東尾岐公民館に於いて木工クラフトを行いました。

松ぼっくり、どんぐり、クルミなど色々な材料を使い、各自の発想で様々なものを作って

楽しみました。 

 

 

【25】会津美里町立新鶴小学校総合学習支援（屋外）（阿賀川・川の達人の会、NPO） 

平成２４年９月２７日（木）会津美里町立新鶴小学校４年生３３名が佐賀瀬川に於いて水

生生物調査、透視度調査をしました。水生生物調査ではサワガニ、ヘビトンボ、カワゲラ、

カゲロウ、コオニヤンマなど、魚ではホトケドジョウ、アブラハヤなどが採れ、特に珍し

いスナヤツメが採れました、全員が初めて見たとのことでした。 
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【26】原町第二小学校総合学習支援（阿賀川・川の達人の会、NPO） 

平成２４年１０月５日（金）南相馬市立原町第二小学校５年生、６年生 計６２名、引率

先生６名が会津美里町せせらぎ公園近くの阿賀川に於いて水生生物調査をしました。水生

生物調査ではコオニヤンマ、トビケラ、カゲロウ、ヒラタドロムシなど沢山の水生生物が

採れました、川には色々な生物がいることが分かったことと思います。 

 

 

【27】１０月アドベンチャークラブ 釣り（阿賀川・川の達人の会、NPO） 

平成２４年１０月１３（土）猪苗代町の小田養魚場で魚釣りを体験しました、釣れる人と

なかなか釣れない人がいました、理由はなんでしょう。お昼には魚を串焼きにして食べて、

遊んで来ました。みんな楽しかったようです。最後に釣りの達人が釣れる秘訣を教えても

らいました。①魚が食べたいと思う餌を付ける。②美味しそうに見えるように針につける。

③魚の身になって考える。→これが出来れば大量間違いナシ。デキルカナ。 
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【28】濁川マス釣り大会(「川のにぎわい」実行委員会：阿賀川漁協主催 NPO 後援) 

平成２４年１０月１４日（日）で「川のにぎわい」実行委員会が喜多方市濁川舞台田橋下

流に於いてマス釣り大会を実施しました。朝６時の花火を合図に釣りが始まりました。子

供専用釣り場も設置され子供たちが多くのニジマスを釣り上げていました。9時からは投網

の部に入り残った魚を一網打尽にしていました。当日は天気も良く風もなく塩川方面の空

にはアドバルーンが飛んでいました。 

 

 

【29】会津自然の家「あったかふれあいまつり」支援(NPO、阿賀川・川の達人の会) 

平成２４年１０月２１日（日）NPO と阿賀川・川の達人の会が福島県会津自然の家「あった

かふれあいまつり」をお手伝いしました。ブースにはイトヨをはじめ会津盆地に生息する

魚類などの展示とザリガニ釣り、魚釣りの場所を設け多くの子供たちでにぎわいました。 
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【30】オキナグサ植え付け(NPO、阿賀川・川の達人の会、翁草を愛する会) 

平成２３年１０月２５日（火）会津美里町大石付近の阿賀川堤防にて春から育てたオキナ

グサの苗を周辺の皆さんと協力し植え付けました。来年の春、綺麗な花が咲くことを期待

いと思います。みなさんお疲れ様でした。

 

 

【31】第一回会津大川 ルアー＆フライ マス釣り大会(「川のにぎわい」実行委員会：阿

賀川漁協主催 NPO 後援) 

１０月２８日（日）に「第１囘会津大川 ルアー・フライ マス釣り大会」が会津大川Ｃ

＆Ｒ区間において実施しました。早朝より多くの方々が参加していただき、盛況のうちに

事故もなく無事終了致しました。当日は開会式を７時 30 分より行い８時より競技を開始し、

悪天候にもかかわらず参加者全員気まぐれなニジマスのライズを心待ちにし、豪華賞品を

狙って競技が行われました。多くの方々に川へ来てもらい「川のにぎわい」が取り戻せた

と思います。 
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【32】１１月アドベンチャークラブ 芋煮（阿賀川・川の達人の会、NPO） 

平成２４年１１月１０（土）会津美里町にある、せせらぎ公園に於いて芋煮をしました。

天気予報はあまり良い状況ではなかったが午前中いっぱいはなんとかもって楽しくできま

した。持ち寄った野菜などの具材を危なっかしい手つきで皮をむいたりしていました。出

来上がるまで公園のジャングルジムなどで遊びました。出来上がった芋汁、焼き芋、焼き

肉、ポップコーンをみんなで食べました。最後に全員で記念撮影「カシャ」。 

 

 

【33】大川ダム 花壇整備及びチューリップ植付（NPO、阿賀川・川の達人の会） 

平成２４年１２月３日、１４日に NPO と阿賀川・川の達人の会が協力して大川ダムにある

花壇の整備及びチューリップ植付をしました。植え付けの日の前日は雪で当日雪を掻き分

け植え付けをしました、来年の春は綺麗な花が咲くでしょう。 
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【34】１２月アドベンチャークラブ 水族館で学習会（阿賀川・川の達人の会、NPO） 

平成２４年１２月８日(土)、総勢２８名がいわき市にあるアクアマリンふくしまに於いて

福島県のさまざまな水辺で暮らす生き物たちを自然に近い状態で観察、学習した。 

また、世界でもここしかないシーラカンスの展示見学、水の中で生き物と触れあうことで、

本当の自然の中での遊びかたを学んだ。 

なお、今回特別に昨年３月１１日の東日本大震災による津波被害地の見学を追加、新聞や

テレビでの情報では得られない自然のすさまじさを実感、危険を回避する知識や教訓を学

んだ。 

 

 

 

 

 

 

    

編集後記 

ＮＨＫの大河ドラマ「八重の桜」が始まりました、新島八重という人は会津の人々にとっ

てはあまりなじみのあった人ではなかったと思います。 

この度の震災を契機に各方面から支援の手が差し伸べられています、「八重の桜」もこのひ

とつと思います。多くの方々に見ていただき福島県や会津、そして新島八重の理解が深ま

り日本全体が活性化すれば良いのではと思い応援をしています。 
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