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東京水辺通信

2016/4 ⽉号 Vol.1

  

特集 お知らせ 

  

10 年前誰もいなかった東京の⽔辺 
私たちが、東京の⽔路クルーズをスタートして

およそ 10 年が経ちます。始めた当初、どの⽔路

に於いても、すれ違う船は居なく寂しいところでし

た。そんな中、船でさまざまな所を訪れてみると、

季節毎に⾒所が沢⼭あり、誰も知らないなんて、

もったいないと思いました。しかし、その当時「東

京の川」のイメージは、臭い・汚い場所というのが

定番で、誰も興味をもってもらえませんでした。 

但し、かつてのような臭い・汚いと⾔われたような

場所ではなく、イメージだけが残っていて誰も訪

れてもらえないのです。 

そこで、さまざまなイベントやツアーを企画し、⼀

⼈でも多くの⽅に東京の⽔辺に対するイメージ

を変えてもらい、憩いの場や癒しの空間にしたい

と考えたのが当倶楽部の活動でした。 

それから、およそ 10 年、今では沢⼭の⽅が桜の

開花にあわせて⽬⿊川クルーズを楽しんでいた

だいています。 

最初に⽬⿊川でのお花⾒クルーズを実
施した EES の「さくらクルーズ」︕ 

初めて⽬⿊川でお花⾒クルーズをスタートした

団体は、当倶楽部の「⽬⿊川さくらクルーズ」で

す。今では多くの観光事業者がツアーを企画し、

沢⼭の⽅が訪れる場所となっています。そんな

思いで始めた「さくらクルーズ」、特に⽬⿊川はと

倶楽部にとって思い⼊れの深い場所でもありま

す。 

今年は、毎年恒例で実施している⽬⿊川と

⼤横川のさくらクルーズに加え、隅⽥川のさくらク

ルーズもスタートしました。ぜひ多くの皆様にお楽

しみ頂ければと思います。 

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。 

今年も始まりました︕さくらクルーズ 2016 
NPO 法⼈あそんで学ぶ環境と科学倶楽部 理事⻑ 中林 裕貴 
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当倶楽部のメンバーには、約 1 割 在⽇外国

⼈が所属しています。彼らは⽇本⼈とは違い、

沢⼭の⽔辺で過ごす⽂化を持っています。しか

し、海に囲まれた⽇本なのになかなか⾃由に⽔

上で遊べるチャンスがありません。そんなニーズな

のか、徐々にメンバーが増え、今では⺟国の両

親や兄弟が⽇本に訪れたとき、⽔上から東京の

街を案内するといった企画を開催しています。 

⾃由にアクセスできない⽔辺 
そこでいつも疑問に持たれることは、⾃由に乗

り降りできる場所が無い事。⾞だったらどこでも

乗り降りできるのが当たり前なのに、船だとアクセ

スする場所が極端に少ない。欧⽶諸国ではあり

得ない事らしいです。⽔辺は公共空間といって

誰もが利⽤できる場所なのですが、⽇本では⾏

政が管理を⾏い、許可されたものだけが利⽤で

きる場所にしてしまいっているのです。⾃由に乗り

降りができ、いろいろな所へ船で移動できるよう

になったら東京の町も少しイメージが変わるので

すが…。残念ながら、今年からスタートした⽔上

タクシーも、事前に乗船場所と下船場所の利

⽤申請を⾏い、あらかじめ決めてからでないと、

利⽤ができないのです。それじゃあ「タクシー」とは

⾔えませんよね。⼀⽇も早い開放を願っておりま

す。当倶楽部では、こうした⽔辺環境向上のた

め⾏政と⼀緒に社会実験を⾏い、⽇々開放に

向けて活動しております。 

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︕ 

 

⽔辺観光クルーズ実施︕ 

メンバー限定企画 
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お花⾒も終わり過ごしやすい気候となる春に、の

んびりとした時間を体験していただく「春のサンセ

ットクルーズ」と「春のイルミネーションクルーズ」を

4-5 ⽉の⼟祝祭⽇に開催します︕2016 年度

は、4 ⽉ 15 ⽇（⾦）から開催予します。どな

たでも参加できるイベントクルーズです。東京港

に沈む⼣⽇や隅⽥川に架かる永代橋のライトア

ップ・⼤川端の夜景をなどお楽しみ下さい。お申

し込みは、公式サイトから受付しております。 

参加費︓⼤⼈ 3,000 円 ⼦供 2,500 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︕ 

会員限定企画 

潮⼲狩り体験会 

 
毎年恒例の東京湾に残る⾃然の⼲潟で実施

している潮⼲狩りを今年は 5 ⽉ 7 ⽇（⼟）に

開催予定です。⽔質環境が良くなった東京湾

で江⼾前アサリやシジミが採れる⼤⼈気のイベン

トです。皆様のご参加お待ちしております。詳細

は、公式サイトから。 

⽔辺の⾃然学校 「⽥植え体験会」 
毎年、猪苗代湖（福島県）湖畔で開催して

いる⽥植え体験会を、今年は 5 ⽉ 21 ⽇

（⼟）・22 ⽇（⽇）の 2 ⽇間で開催しま

す。当倶楽部では、キャンプやカヌー体験・農業

体験などを⾏うフィールドを福島県郡⼭市湖南

町に設けており、キャンプをしながら、お⽶作りや

野菜作りを⾏っています。2016 年度最初の活

動として、両⽇を使って、⽥植えとジャガイモの作

付けを⾏いたいと思います。ぜひ皆様のご参加

お待ちしております。キャンプ道具（テント・寝袋

など）は総て揃っているため、⼦供から⼤⼈ま

で、初⼼者の⽅でもお気軽に参加できる企画で

す。⼿ぶらでぜひお越しください。 

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 
春のサンセット/イルミネーションクルーズ 
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3 ⽉ 12 ⽇（⼟）第 89 回⽔辺の清
掃活動「SEAVERS」を実施しました。 

 

今回は、越中島南岸と豊洲の南岸に設置され

た⽣物多様性護岸に漂着したゴミの回収を⾏

いました。40 リットルのゴミ袋でおよそ 50 袋、今

回は参加⼈数が少なかったため、取りきれない

ゴミもありました。次回、残ったゴミの回収を⾏い

たいと思います。 

 
静岡⼤学教育学部の皆さんをご案内し
ました。 

 

東京港の⽔質環境の現状と埋⽴地の活⽤を

学ぶ⽬的で、「東京港エコツアー」を 3 ⽉ 7 ⽇

（⽉）に実施しました。このツアーは、企業や学

⽣の皆さんに環境保全意識を⾼めてもらうため

のスタディーツアーとして実施している企画です。 

ご興味のある⽅は、当倶楽部事務局まで。 

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。 

2016 年度は、定員４０⼈と１０⼈の
２隻のボートを運⾏します︕ 
2007 年より活動に使⽤していたエレクトリック

ボート「さくら」・「清流」に関して、所有者の千

代⽥区との貸与契約が、2016 年 3 ⽉で終

了します。それに伴い、新たに定員 40 ⼈の

「江⼾っ⼦丸」と、定員 10 名の「ジュリア 2」を

イベントクルーズやツアーで運⾏します。 

 
江⼾っ⼦丸（トイレ付） 

これらのボートは、屋形船「晴海屋」およびパーテ

ィーボート運⾏会社 ハウスボートクラブからのご

好意により、当倶楽部が⾏う環境保全活動に

利⽤させて頂けるようになりました。また、船内で

の飲⾷持込なども OK となりましたので、今後東

京の⽔辺を楽しめる新たな企画をご提供しま

す。ぜひお楽しみに︕ 

 
ジュリア 2 

 

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。 

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。 

 

東京⽔辺通信 

発⾏︓ 

NPO 法⼈あそんで学ぶ環境と科学倶楽部 

〒104-0054 

東京都中央区勝どき 3-15-3 

電話︓03－5547－8778 

活動報告 1 
水辺の清掃活動 SEAVERS 

活動報告 2 
東京港エコツアー

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くことが

できます。 


