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特集 お知らせ 

 

皆さんのご⽀援により継続的に実施︕ 
NPO 法⼈あそんで学ぶ環境と科学倶楽部では、

東京港の外側に整備された⽣物多様性護岸

に漂着するごみの回収活動を定期的に⾏ってい

ます。そして、平成 28 年 6 ⽉ 19 ⽇（⽇）、

9 時より、第 91 回 ⽔辺の清掃活動を実施し

ました。今回の実施場所は、越中島と豊洲周

辺の護岸に於いて、40 リットルのごみ袋 約 80

袋を回収しました。 

今回は 2 つの企業が参加︕ 
今回は、江東区に本拠地がある企業 SCSK

株式会社と、港区に東京ブランチがあるオースト

ラリア・ニュージーランド銀⾏に所属する皆様にご

参加いただきました。 

 

イベントで集めた資⾦を使って実施︕ 
本活動は、陸上からアクセスできない場所が殆

どのため、移動には船を使います。そのため、通

常の清掃活動よりも経費が掛かるため、イベント

クルーズの参加費の⼀部を活⽤させていただい

ております。6-9 ⽉までは、涼しくなる⼣暮れに、

東京港の夜景をお楽しみいただく「⼣涼みクルー

ズ」を毎週末開催︕楽しみながら社会貢献が

できる企画です。ぜひ皆様からのご⽀援、お待ち

しております。 

納涼会を開催します︕ 
8 ⽉ 11 ⽇（⽊）18:00 より、2016 年度

「SEAVERS」 納涼会を開催します。今回は、

東京港の夜景をパーティー船でお楽しみいただく

1.5 時間のクルーズを企画しました︕ 

参加資格は、2016 年度 当倶楽部の会員

（SEAVERS メンバー）及び、賛助会員、更

にゲスト参加も可能です︕お友達をお誘いいた

だき、ぜひご参加ください。参加費は、会員

1,000 円/賛助会員 1,500 円/ゲスト 3,500

円となります。ドリンクは、船内で販売（⽣ビー

ル 500 円/ソフトドリンク 300 円） 

終了予定時刻︓19:45 募集⼈数︓30 名 

 

詳細・お申し込みは、公式サイトにてご案内して

おります。（http:www.enjoy-eco.or.jp）

定員になり次第締め切りますのでお早めにご予

約お願いします。 

第 91 回⽔辺の清掃活動を実施しました︕
ボランティア組織「SEAVERS」 定例活動  
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ここ数年、東京で起こるゲリラ豪⾬・雷⾬が、東

京の川や海の環境を汚染する原因になっている

のをご存知ですか︖私たちが暮らす東京の⽔辺

環境は、およそ 40 年の環境対策によって、改

善され多くの⽔⽣⽣物が⽣息する場所へと変わ

りつつあります。 

新たな環境問題がもたらす環境破壊︕ 
夏になるに近づき、近年ゲリラ雷⾬・豪⾬が頻

繁に起こるようになってきました。この要因として

地球温暖化問題が注⽬されていますが、東京

の川や海は、こうした豪⾬が発⽣すると１時間

もしないうちに臭い・汚い場所へと変貌してしま

います。「なぜ、このようなことが起こるか︖」 

それは、普段絶対に流れ出ない⽣活排⽔が川

に流れ出てしまうからなのです。 

私たちの⽣活排⽔の殆どは、下⽔道を通り下

⽔処理場に運ばれ、浄化してから川や海に戻さ

れますが、現在 整備されている「合流式下⽔

道」という⽅式は、⾬⽔も⼀緒に流れ込む仕組

みのため、集中豪⾬のような⾬が下⽔管に流れ

ると、キャパオーバーとなり下⽔が川へ流れ出る

仕組みとなっているのです。もともと、緊急回避

的な対策だったのですが、近年の頻繁な異常

気象によって、下⽔の流れ出る事象も頻繁とな

ってしまい、新たな⽔質汚染問題へと変わってき

ております。地球温暖化問題は、あまり⾝近に

感じませんが、私たちの⽣活する直ぐそばで影響

が出てきております。早急な対策を皆さんで取り

組んで貰いたいと思います。 

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） 

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 4 ⽉中旬以降と

なります。皆様のご参加をお待ちしております︕ 

 

 

特集 
ゲリラ豪⾬が引き起こす環境問題︕ 
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6 ⽉から 9 ⽉までの毎週末実施している「⼣涼

みクルーズ」は、10 ⼈乗りボートを使⽤したイベ

ントですが、お盆休みの時期限定で 1 回 30

⼈乗りのパーティークルーズ船を使った、「レノン

号で巡る⼣涼みクルーズ 2016」を 8/11-17

⽇までの毎⽇、1 ⽇ 3 便実施します︕ 

船内とアッパーデッキもある豪華クルーズですの

で、ご家族揃ってゆったりくつろげるクルーズです。

また、船内では、⽣ビールやソフトドリンクもご⽤

意しております。（料⾦には含まれません。） 

お申し込みは、公式サイトから受付しておりま

す。「レノン号で巡る⼣涼みクルーズ 2016」 

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。 

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︕ 

毎週末開催︕ 

⼣涼みクルーズ 2016 

 

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。 

こちらのイベントは、１０⼈乗りの⼩型ボート「ジ

ュリア号」によりご案内するクルーズです。 

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。 

所要時間 1.5 時間 参加費︓⼤⼈ 3,500

円 ⼦供 3,000 円※お⼦様のご参加は 4 歳

からとなります。 

会員及びその家族限定企画 
サマーキャンプ IN 猪苗代湖 
毎年恒例の猪苗代湖湖畔でのサマーキャンプを

８⽉６-７⽇の１泊２⽇で開催します︕キャン

プだけでなく、カヌー体験やミニトマトの収穫体験

などの企画計画中︕ 

 
今年の夏は、⾃然の中で、のんびり過ごしてみま

せんか︖テント・寝袋などのキャンプ⽤品は、当

倶楽部でご⽤意がございますので、⼿ぶらでのご

参加も可能です。詳細は、メールにてご案内し

ます。お楽しみに︕ 

次回イベント予告 
夏休み限定 「レノン号で巡る夕涼みクルーズ 2016」8/11-17
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６⽉１２⽇（⽇）第１６回
CODAN Shinonome マーケットに
参加しました。 

 
会員の皆さまからご提供いただいた不⽤品を出

品し多くの⽅にお求めいただきました。次回参加

は未定ですが、皆様の不⽤品がある程度ご提

供いただいた時点で参加したいと思います。 

 
湖南町で実施している野菜作り、夏の
収穫に向けて草刈りなど⾏いました。 

 
現在 栽培している野菜の半分はジャガイモで

す。今年は、⽔不⾜の影響で、全体的に⼩ぶり

の感じですが、夏の収穫を楽しみに頑張って育

てたいと思います。他にも、トウモロコシ、ネギなど

は順調に育っています。サマーキャンプでは、

BBQ の⾷材として並ぶと思います︕ 

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。5 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。 

社会実験告知 
荒川下流河川事務所 
国⼟交通省では、災害時の復旧活動に活⽤

するために整備された防災船着き場開放の社

会実験を平成 28 年５⽉１⽇から 11 ⽉３

０⽇まで⾏います。 

 
対象船着き場は、荒川に設置された 11 か所

の防災船着き場となります。プレジャーボートな

どでの利⽤も可能です︕ぜひ、今年の夏はア

クセスが増える東京の⽔辺でお楽しみくださ

い。詳細は、荒川下流河川事務所 ホームペ

ージにてご案内しております。 

 

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 
フリーマーケット参加 

活動報告 2 
菜園メンテナンス 

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！ 


