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特集 お知らせ 

  

⽇本で４番⽬に⼤きい湖 猪苗代湖 
NPO 法⼈あそんで学ぶ環境と科学倶楽部では、

およそ 8 年前より、猪苗代湖の湖畔（福島県）

でお⽶や野菜作り、キャンプなどの⾃然体験活

動を⾏っています。そして、今年もお⽶作りがスタ

ートしました。 

 
東⽇本⼤震災による⾵評被害に地元
農家は⼤打撃を受けました。 

例年多くの⽅にご参加いただくイベントとなって

いましたが、5 年前に起こった「東⽇本⼤震災」

による原発事故により、福島県は、⾵評被害に

⾒舞われ、当倶楽部が活動フィールドとして利

⽤している湖南町でも同様の被害を受け、多く

の農産物の価格が下落、地元農家の皆さんも

⼤変苦しい状況となっています。そこで、現在は

地元農家さんの⽥んぼでお⽶作りを体験しなが

らお⼿伝いをしたり、ハウス栽培のトマト収穫体

験に参加したりする形で応援しています。 

また、キャンプで使う野菜は、⾃分たちで育てた

野菜を利⽤するための野菜作りも⾏っています。 

 
夏には、サマーキャンプを計画しております。皆様

のご参加お待ちしております︕詳細は、公式サ

イトをご確認ください。 

皆様のご⽀援で実施しています︕ 
当倶楽部では、毎⽉第 1 ⼟曜⽇に⽔辺に漂

着するごみの回収活動「SEAVERS」を実施し

ています。この活動は、およそ 7 年前からスタート

した活動で、⼲満の影響により漂着したゴミを回

収する活動なのですが、ほとんどの護岸が膨張

堤防の外側で陸地からはアクセスすることができ

ず、毎回船で上陸して回収しております。そのた

め、回収にかかる費⽤が必要となるため、「さくら

クルーズ」のような⽉替わりでのイベントクルーズ

を開催し、皆様の参加費の⼀部を充当させて

いただいております。楽しみながらできる社会貢

献︕これからも応援お願いします。 

 
また、⽔辺の清掃活動の参加ボランティアも募

集しております︕詳しいご案内は、公式サイトを

ご確認ください。 

2016 年度 お⽶作り/野菜作りスタート︕
会員限定企画 福島ベース（福島県郡⼭市湖南町） 
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６⽉５⽇は環境の⽇です。これは、１９７２

年６⽉５⽇からストックホルムで開催された「国

連⼈間環境会議」を記念して定められたもので

す。国連では、⽇本の提案を受けて６⽉５⽇

を「世界環境デー」と定めており、⽇本では「環

境基本法」（平成５年）が「環境の⽇」を定

めています。平成３年度から６⽉の１ヶ⽉間を

「環境⽉間」とし、関係府省庁や地⽅公共団

体などにより全国で様々な⾏事が⾏われます。 

東京の⽔辺環境 
昨年の夏、葛⻄臨海公園が都内で唯⼀海

⽔浴ができる海岸として紹介されました。このニ

ュースを聞いて「ホントに︖」って思われた⽅もい

らっしゃると思いますが、東京の⽔辺はかつてに

⽐べて⼤変綺麗になっています。その理由は、

東京では下⽔は全て下⽔道を通り、下⽔処理

場で処理をしてから川や海に戻しているからで

す。⻑年の取り組みにより、アユが多摩川に遡

上しているとか、多摩川の河⼝で潮⼲狩りがで

きるようになったとか、私たちの⽿にもニュースが

届くようになってきているのです。都⼼の真ん中を

流れる⽇本橋川や神⽥川でも、平均２．５メ

ートルほどの透明度があり、泳いでいる⿂も⾒る

ことができますよ。ぜひ、⼀度訪れて、ご⾃⾝の

⽬で確かめてみてください。 

折⾓綺麗になった東京の川や海、私たちの⼿で

守っていきましょう︕ 

2016 年度新規会員募集︕ 

 

私達の活動を応援して下さい︕ 

⽉々1,000 円の社会貢献 

もっと良い⽔辺環境・親しみやすい⽔辺環境に

するため、多くの⽅のご参加いただけるメンバー

（会員）制度、SEAVERS【シ－バース】を運

営し、清掃活動を初めとする環境保全活動や

⽔辺に親しめるイベント/ツアーを企画、ご提供し

ております。 

会費︓⼤⼈ 12,000 円 ⼦供 6,000 円  

有効期間︓4 ⽉から翌年 3 ⽉まで 

（※途中⼊会の場合は、⽉割りで計算） 

含まれる費⽤︓ボランティア保険代（東京都

社会福祉協議会が運営する保険の A プラン）  

配布物︓SEAVERS カード（プリペイドカード 

初回 500 円分をチャージ） 

 更に、ツアー/イベントに SEAVERS カードで⽀

払うとお得になります︕（チャージ⾦額に 10%

プラスした⾦額が付与されます。）  

特典︓定期開催の「⽔辺の清掃活動」に無料

でご参加いただけます。 

会員限定のイベント・ツアーに参加できます。

（⼀部無料イベントもあります。）  

イベントクルーズなどの先⾏予約受付  

チャータークルーズの受付（10 ⼈まで 50,000

円/1 隻 30 ⼈まで 80,000 円/1 隻 税

別）会費のお⽀払いには、銀⾏振り込み・郵

便為替・クレジットカードによるオンライン決済が

ご利⽤いただけます。 ⼊⾦が確認できました

ら、「SEAVERS カード」を発送させて頂きます。

（約 2 週間程度） 

※カードの発送は、2016 年 6 ⽉中旬以降と

なります。 

⽔辺環境の保全に、ご賛同いただける皆様のご

参加をお待ちしております︕ 

 
詳細は公式サイトをご覧ください。 

6 ⽉は環境⽉間です。 

⾝近な環境保全を考えよう︕ 
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6 ⽉は環境⽉間 環境省が提唱する CO2 削

減のためのイベント「クールビズ・クールシェア」に

賛同し、6 ⽉から 9 ⽉まで、涼しいところをシェア

する場所として、「⽔上」を活⽤し、CO2 削減

意識を楽しみながら⾼めてもらうイベント「クール

シェア ⼣涼みクルーズ 2016」を開催します。 

 ⽇本橋観光桟橋を出発、隅⽥川を通り東京

港に向かいレインボーブリッジやお台場の夜景を

ご覧いただき、⽇本橋へ戻る 1.5 時間(９０

分)のクルーズを 1 ⽇ 3 便実施します。（⾦・

⼟・⽇・祭⽇のみ）所要時間 1.5 時間 参加

費︓⼤⼈ 3,500 円 ⼦供 3,000 円 

⽉替わりで実施するイベント 
「船で巡る⽔辺スポットの紹介」 

臭い・汚いと⾔われ東京の⽔辺に誰も寄り付か

なくなってから５０年、⽔質環境の向上から、

多くの⽅が注⽬をするウォーターフロント地区に

⽣まれ変わってきました。しかし東京港周辺の⽔

辺には、まだまだ周知されていない素晴らしい⽔

辺スポットが沢⼭あります。ＮＰＯ法⼈あそんで

学ぶ環境と科学倶楽部では、そんな東京の⽔

辺スポットを船からご紹介し、環境保全意識を

⾼めてもらうイベントクルーズを季節ごとに開催し

ております。 詳細・お申し込みは、公式サイト

(http:www.enjoy-eco.or.jp)でご確認くだ

さい。 

楽しみながら社会貢献︕ 
当倶楽部では、誰も近づけない防潮堤防の外

側に整備された護岸に漂着するゴミの回収活

動「⽔辺の清掃活動」を毎⽉実施しています。

この活動は、護岸にボートで上陸し、ゴミを回収

する活動で、経費（ボート借上げ費や燃料費

など費）が多く掛かる事業です。当倶楽部で

は、毎⽉開催するイベントクルーズで得られた費

⽤の⼀部で、こうした⽔辺に漂着するゴミの回

収活動を⾏っています。 

皆様のお越しをお待ちしております︕ 

第 91 回 ⽔辺の清掃活動 

当倶楽部が運営しているボランティア組織

「SEAVERS」では、東京港外側に整備された

⽣物多様性護岸に漂着するゴミの回収活動を

定期的に実施しております。次回の活動は、6

⽉ 19 ⽇(⽇) 9:00 より実施します。メンバー

だけでなく、⼀般ボランティアの参加も可能で

す。ぜひ皆様のご協⼒をお待ちしております。 

本活動は、⼀般ボランティアのほか、企業から

CSR 活動の⼀部としてもご参加いただいており

ます。 

参加費︓ 

会員︓無料 ⾮会員︓1,000 円 

尚、初回のみ保険料として⼀⼈ 500 円別途

徴収します。（4 ⽉から翌年の 3 ⽉まで 1 年

間有効） 

 

 
陸からは上陸することのできない防潮堤防外側

の⽣物多様性護岸に漂着したごみを回収する

活動のため、ボートに乗って移動します。つきまし

ては、ご参加の際は、動きやすい服装、熱中症

対策など万全の準備の下ご参加願います。詳

細については、公式サイトにてご案内しておりま

す。 

次回イベント予告 
クールシェア 「夕涼みクルーズ 2016」参加者募集！ 
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5 ⽉ 28-29 ⽇ 1 泊 2 ⽇で開催しま
した︕（福島県郡⼭市湖南町) 

 
猪苗代湖の湖畔でキャンプをしながら、⽥植え

作業と野菜の種まき作業を⾏いました。今回種

を撒いた野菜は、サマーキャンプの BBQ で味わ

うことができます︕また、お⽶は、秋に稲刈りキャ

ンプで収穫となります。ぜひ、お楽しみに︕ 

 
東京港のｻﾝｾｯﾄと夜景を楽しむクルー
ズ、連⽇満席となりました︕ 

 
例年、お花⾒クルーズが終了する 4 ⽉後半か

ら 5 ⽉にかけて開催するイベント。今年は、初の

試みとして東京ゲートブリッジのライトアップをご覧

いただくコースを追加して実施しました多くの⽅に

ご参加いただき、ありがとうございました。 

LINE 公式サイトにて配信中︕ 
当倶楽部でも LINE＠運⽤開始しました。 

 

お得なイベント情報やスタンプを集めて、無料体

験チケットがもらえるショップカードを配布中です。 

ぜひご登録ください。 

事務局へのお問い合わせなども、直ぐに回答で

きます。ぜひご利⽤ください。 

 

 

⽔辺環境の保全活動には、活動資⾦が重要

です。ご寄付いただいた皆様には、会員限定イ

ベントへの参加やイベントクルーズがお得にご参

加いただける「SEAVERS」カードを差し上げま

す。このカードは、プリペイドカードとなっており、

寄付⾦額の 10%がチャージされますので、寄

付に応じて溜まった⾦額で、ツアーやクルーズに

ご参加ください。※プリペイドカードは、現在製

作中です。6 ⽉中旬には皆様のお⼿元に配

布できます。私たちの活動に、ぜひご⽀援いた

だきますようお願い申し上げます。 

不⽤品はありませんか︖ 

 
当倶楽部では、活動資⾦を集めるため、フリー

マーケットに参加し、会員から集めた不⽤品な

どを販売しております。古着や使⽤しなくなった

電化製品、未使⽤のアウトドア⽤品などござい

ましたら、ぜひ、提供お願いします。 

 
公式サイトのお問い合わせフォームから、事務

局までお知らせいただければ幸いです。東京近

郊の場合は、スタッフが引き取りに伺います。 

 

東京⽔辺通信 

〒104-0054 東京都中央区勝どき 3-

15-3 電話︓03－5547－8778 

当倶楽部の運営には、専属スタッフがおりま

せん。お問い合わせなどは、極⼒メールでお

願いします。お電話の場合は、不在の場合

もございますので、留守番電話にメッセージ

を残してください。折り返しご連絡させていた

だきます。 
発⾏︓ 

NPO 法⼈あそんで学ぶ環境と科学倶楽部 

活動報告 1 
田植え＆野菜作りキャンプ 

活動報告 2 
春のｻﾝｾｯﾄ/ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝｸﾙｰｽﾞ開催！

ご寄付のお願い 
会員にならなくても、当倶楽部の取

り組みにご参加頂けます！ 


