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令和１年度朝倉川育水フォーラム

令和 1 年年 6 月 8 日（土）平成 30 年度の定時総会が
カリオンビル 6 階ホールで開催されました。
30 年度事業報告、決算報告、役員選任、令和 1 年度事
業計画・予算案について討議可決されました。
役員には新たに内藤貴教、細田京子、松下隆子さんが
承認され、より一層活動の巾が広がる事が期待されます。
更なる活動の充実と未来を支える世代への啓蒙活動にも一層
の重点を置いた活動の継続が提案されました。
その後、朝倉川 530 大会の併催事業として昨年に引き続き
実施しました「朝倉へのメッセージ」の入選作品の発表と表彰
式が行われました。今年度は２３名の方が入選されました。
（次頁参照）尚、作品はＨＰでご覧になれます。
これからも生き物の命あふれ、ホタル舞う朝倉川を守るた
めにご協力、ご支援よろしくお願い致します。
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●次回は 2020 年４月 18 日（土）予定
２
３

４月 2０日（土）第 2３回 530 大会が開催されました。 参加人数は 2000 人超。５９団体（市
民団体 1０、学校 6、行政６、企業２１、自治会 16）
回収ゴミは２､０トン（昨年 1､７トン）その他に冷蔵庫１、
バッテリー２、布団 1、オイル缶３、キックボード１ などが
ありました。
水もぬるんで川の中に入ってゴミを拾っている参加者の姿も
たくさん見られました。継続してゴミを拾うことで子どもたち
は、自然にゴミが拾えるようになり、大人がゴミを捨てること
も減りました。意識の向上になっているのだと思います。
豊橋をゴミのない美しい街として誇り、自治会さん、企業さん
学校さんなど市内各所で 530 活動が活発に行われています。
朝倉川では最近、子どもたちが網で魚をとったり、魚つりをし
ている姿が見られるようになりました。たくさんの人たちが川に親しみ、憩える場所になるように
朝倉川をさらに清い川にしていきましょう。

来年もたくさんの皆様ご参加ください。
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令和１年度 定時総会報告
令和１年度総会が開催されました。
（一面に関連記事）今年度の活動内容の詳細です。
平成7年の創立以来24年目を迎え、河川を中心とした自然環境の保全に向けて活動
している私たちにとって、事業の継続性ということは大きなテーマとなってきます。
そのためにも、組織そのものの「持続可能性」にむけて、組織の増強や運営面の見直しなどを具体的
に行っていかなければならない時期に来ています。そのためにも、現在行っている事業の更なる進化
を支える人たちが多く集えるような様々な試みをしていきます。

【活動計画】
⚫ ビオトープ事業や河川調査などを中心に、多くの子どもた
ちが自然に触れ合う場面づくりの充実
⚫ 井原第二公園のゲンジボタル再生のため、地域との協働し
ていくための仕組みづくり
⚫ 法人会員を中心とした会員増強と会員サービスの強化
⚫ 「朝倉川通信」、ホームページ（スマホ対応など）、SNS等様々なツ
ールを活用した、地域への活動に対する理解の促進
⚫ 副理事長・委員長主導による事務局を含めた各種作業の効率化にむけ
ての見直し
QR コード決済を利用した会費徴収のしくみに向けての検討など
本年度も、数多くの事業を予定していますので宜しくお願いいたします。

みなさんは「SDGs（エスディージーズ）
」という言葉を耳にしたことがあ
りますか？「Sustainable Development Goals」 の略で、
「持続可能な
開発目標」という意味です。2015 年国連が決めた、より持続可能な未来
を築くための青写真です。貧困や不平等、気候変動、環境劣化、繁栄、平
和と公正など、私たちが直面する 17 の課題の解決を目指し、2030 年ま
でに各目標を達成することを掲げています。
フォーラムでは「第 3 回ジャパンＳＤＧｓアワード」に応募しました。
リレーコラム

環境を意識するきっかけとして

ほたるの輪

桜丘学園
理事長 満田康一

私たち学校法人桜丘学園は、桜丘中学校を中心として朝倉川育水フォーラム
の活動に参加してまいりました。
その関わりは毎年の「春の５３０大会」清掃活動への参加から始まります。
現在では中学一年生の総合学習でビオトープの活動と学習発表を行った後に、
中学三年生で学園 80 周年を記念して上演した朝倉川を舞台としたミュージカル
「ホタル舞え川の流れに」のオリジナル脚本を基として、こども達が台本を作成
し毎年秋に総合学習ミュージカルの発表を行っています。
子供達が環境を意識する良いきっかけとして、そして活動に取り組む大人の姿を学ぶ刺激として、朝倉川
育水フォーラムの活動に参加することは、地域教育の大切な要素の一つです。今後も地域環境とともに、子
ども達を育成するという認識を前提に活動に参加してゆきます。ご指導とご協力の程よろしくお願い申し上
げます。
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昨年に引き続き 530 大会の併催イベントとして、朝倉川への思いを 1 枚のハガキに絵やイラストで描い
て応募していただいたところ、今年は 483 点（昨年 512 点）もの作品が寄せられました。
その中から最優秀賞、優秀賞に選ばれた 10 作品を紹介します。
☆☆☆入選者一覧☆☆☆

（敬称略）

最優秀賞 岩田くるみ 田添唯斗
優 秀 賞
入

選

渥美暖花

伊奈もも香

河合冴栄草

近藤寛尚

及部ももこ
新垣彩花

片桐世梨依

鶴見栞菜

井上桜那 岩本るな 大野孝太郎 加藤沙来
河合薫子 河合仁実 清水琉生 杉田琥珀
鈴木華佳 高橋果楠 谷口こころ 豊田ひまり

＜岩田くるみ＞

中野麗 新實かりん 林結愛 平松詩希
藤田千尋 松井里緒奈 松田真由 村松航多
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柳生奈津 若菜みさき
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＜片桐世梨依＞

＜近藤寛尚＞

＜新垣彩花＞

＜河合冴栄草＞

＜鶴見栞菜＞
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かわになコラム

生きものあれこれ

理事長

高橋

豊彦

私たちは、2002 年から朝倉川で 4 か所の定点を設けて、水質及び指標生物の調査を行っています。15 年以上
も同じ観測点で同様の調査を行うということには大きな意義があるのかも･･･と思わされることが数多くあります。
朝倉川は、ご存知の通り河床もコンクリートで施工されたいわゆる三面張りの河川です。昭和 42 年の河川氾濫
も含め、治水面を考慮しこのような構造になっています。
そのためか、水質も河川の底質も「大きな変化が感じられない」というのが水環境そのものからすればそういっ
た説明が適切になるのかもしれません。しかしその一方で、魚類を含めた水生生物の様子は、そのようになっては
いないというのが実情です。
例えば、4 つのポイントの最下流部の西郷橋以外では、カワムツとヨシノボリがほとんどということが十数年の
様子でしたが、数年前からヨシノボリが「珍しい魚」の仲間入りになってきたことがありました。今では、少し増
えつつありますが、そのような時期があったことは事実としてあります。

また、以前は「珍しい生き物」として

なかなか見られなかったテナガエビが「よく見る生き物」になりつつあります。

収穫祭
の
お知らせ

と き 11 月 2 日（土）
時 間 9時
参加費 1 家族 500 円
持ち物 飲み物 おやつ
今年も豊作!!と思っていたら↑

服

装 長袖、長ズボン
手袋、

ある日一晩のうちにこんな有様。
↓収穫は望めそうにありませんが･･･

不動滝までゴミ拾いしました。探検に行こう！

事務局より・・・
会費納入のお願い
会費のお振込みがまだの方、ご入金を
お願い致します。お近くの理事にお渡し頂くか
直接事務局までお届けください。
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＊全てのお申込み・お問い合わせは＊
特定非営利活動法人朝倉川育水フォーラム
〒440-8508 豊橋市花田町石塚 42-1

ＴＥＬ 080-6923-5257
ＦＡＸ 0532-53-7210
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