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子どもたちの自然体験や環境学習を支援する、水辺のネットワーク広報紙
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《令和５年度活動予定》
4月　浅川クリーン作戦
5月　浅川で石絵、
　　  ターザンロープ竹馬遊び
6月　水質調査
7月　浅川の河口探検
8月　浅川でプール遊び
9月　浅川でバッタトリや植物観察
1月　浅川でどんど焼き大会
2月　浅川で野鳥観察

NPO法人多摩源流こすげ・多摩川源流研究所 ☎0428-87-7055

　水辺での魚とりや生き物の観察などの自然体験活動を通じて、子どもたちの豊かな人
間性を育むとともに、自然環境について考え、楽しく学べるイベントを実施しています。
《令和５年度活動予定》
 ６月 多摩川で水辺の生き物を観察しよう
 ７月 多摩川サマースクール2023
  多摩川源流体験教室
 ９月 多摩川で水辺の生き物を観察しよう
  （第二弾）
 １０月 多摩川河口観察会
 １１月 竹竿をつくろう！
 1月 多摩川野鳥観察会

　子どもから大人まで、多摩川の魅力を
体験、発見しようと観察会等をおこなって
います。拠点となる施設は、多摩川のほと
り富士山の見える立川市富士見町「たま
がわみらいパーク」です。
　秋には昆虫や野鳥の観察会を予定して
います。

《今後の活動予定》
  ４月  9日（日） 食べられる野草を見つけよう
  ５月14日（日） バードウォッチング＆ごみ拾い
  ５月14日（日） 水生生物をつかまえて水質をしらべよう
  ６月11日（日） 多摩川の魚を見つけよう
  7月  9日（日） 誰でもできる簡単釣り体験
  ８月11日（金・祝） いかだを作ろう
  ８月11日（金・祝） いかだで冒険、多摩川で泳ごう
  ８月13日（日） 多摩川の上流部へ行こう
  ９月10日（日） 多摩川の魚を見つけよう
10月  8日（日） バッタをゲット
11月12日（日） デイキャンプ 焚き火であったまろう
12月10日（日） クリスマスリースを作ろう
  １月14日（日） 手作り凧あげ
  ２月11日（日） バードウォッチング＆ごみ拾い
  ３月10日（日） かくれんぼ広場で冒険遊び
※参加には事前のお申込みが必要です。
　詳細につきましては、今後、福生市ホームページに
　掲載します。

府中市 生活環境部環境政策課 ☎042-335-4315

　「いなぎ水辺の楽校」は、子どもたちが安全に
楽しく多摩川を利用できるようルールを理解し
身につけてもらうこと、さらには自然とのふれ
あいのなかで自然の大切さや不思議さを学ん
でもらうことを目標にしています。
　現在は活動を休止しておりますが、多摩川に
通じる大丸用水に生息する生き物を調べる「大
丸ガサガサ探検隊」という企画もあります。

稲城市 都市環境整備部 緑と環境課 緑と公園係
☎042-378-2111（代表） 内線 352、353

　おうめ水辺の楽校は、青梅市内の多摩川を中心として、
「大人も子どもも一緒に楽しく安全に」をスローガンに活
動中です。川遊びにおける安全指導を重視しています。
　多摩川周辺の豊かな環境の中で、子どもたちが自然の大
切さを感じながら、楽しく体験しています。

青梅市 環境部環境政策課管理係 ☎0428-22-1111 内線2536、2537 たちかわ水辺の楽校運営協議会 
☎090-5440-8294（竹内）

　「調布水辺の楽校」は、子どもたちが自然体験の場として水辺環境を安
全に活用できるよう、市民・団体等が水辺環境の保全・活用を図りながら、
川に親しめるような自然体験活動の企画・運営をしています。

調布市 環境部環境政策課 ☎042-481-7086

　「福生水辺の楽校」では、子どもたちが
多摩川の自然とふれあう場として、水辺
の楽校「多摩川で遊ぼう」「多摩川サポー
ターズ」を開催します。水辺の植物や生物、
野鳥などの観察を通して、多摩川の自然
を子どもたちに体感してもらっています。

福生市 生活環境部環境政策課
☎042-551-1718

　浅川潤徳水辺の楽校では､日野市の母なる川“浅川”を中心に年20回ほどの楽しい活動を
実施しています。

浅川潤徳水辺の楽校推進協議会 ☎090-6029-1811（代表笹木延吉）《今年度の行事予定》
2023年 4月16日（日） 浅川清掃（9時～11時）
 6月18日（日） 染物体験（9時～11時）
 8月20日（日） 浅川で川遊び（9時～11時）
 11月26日（日） 浅川清掃（9時～11時）
2024年 2月25日（日） バードウォッチング＆焼き芋

滝合水辺の楽校内「浅川っ子の会」 
☎042-587-6068（代表 北川千里）

　「平井川こどもの水辺」では、日常的に川遊びをする
「川ガキ」を育てるために、四季を通じて、自然観察会
「自然かんさつ仲間」をおこなっています。

《今後の活動予定》
  4月 春の生き物かんさつ
  5月 ガサガサで生き物さがし
  6月 トンボの羽化殻さがし
  7月 ガサガサで生き物さがし
  8月 いかだを作って川下り
  ９月 クモのかんさつ
１０月 平井川ハイキング
１１月 平井川で野鳥かんさつ
１２月 川のそうじ＆すいとん

《今後の活動予定》
  7月 源流体験教室開催予定
  8月 源流体験教室開催予定

平井川こどもの水辺協議会事務局 
☎042-559-8281（川原で遊ぼう会）

《令和5年度の主な活動予定》
毎月第１日曜日 大栗川の川ごみ清掃
  ６月 川の生きもの調査・観察会
 生きもの調査、ガサガサ
  ８月 乞田川の恵み
 生きもの調査、ガサガサ
  ２月 冬鳥観察会
 多摩川、大栗川での野鳥観察
６月～１０月 総合学習時間の支援

多摩市 環境部環境政策課 ☎042-338-6831

　八王子市は、高尾山や陣馬山などの山々を源流とし
た数多くの一級河川と湧水を有する潤いのある豊かな
まちです。その自然に親しみを持ってもらうため、地域
の身近な水辺における環境学習や、自然体験活動を
行っています。

《今後の活動予定》
 ５月　 がんばれ！あゆっ子（稚鮎の放流）
 ６月～ 霞川で自然体験（年数回開催）
 ７月　 多摩川まるごと遊び塾
 ８月　 第15回炭焼き体験と水辺の交流会
　　　 ワクワク！ ドキドキ！！ 水辺の探検隊
10月　 親子魚釣り教室2023

八王子市 水循環部水環境整備課 
☎042-620-7291

令和４年度 多摩川の魚を見つけようの様子

この夏は多摩川の源流を全身で感じよう！
　ヤマメを探したり川を登ったり、小菅村に
しかない大自然をからだ全体で感じ・楽しみ・
学ぶ体験をおこなっています。
　川や森への理解を深め、源流を自分の力で
歩き、自分の身は自分で守る力を身につける
ことを目的としています。

《令和5年度事業予定》
6月 ウグイの放流
7月下旬 ガサガサ探検隊
9月上旬 水辺のかんきょう教室
1～3月 浅川河川清掃と野鳥観察
（会員のみを対象とした事業も含みます）

　「せたがや水辺の楽校」は二子玉川の街の近くですが、多摩川・野川、
国分寺崖線などの豊かな自然の中で「水辺ガサガサ」「草地ガサガサ」
「探鳥会」など「あそびの日」を楽しんでいます。

世田谷区 教育委員会生涯学習・地域学校連携課 
☎03-3429-4256
NPO法人せたがや水辺デザインネットワーク https://mizubedesign.org/

《活動日》
毎月第1日曜日（1月・4月を除く）
10：00～12：00

浅川の魚（アユ、オイカワ）

ガサガサ探検隊

大丸用水内での観察

モクズガニ　多摩市水辺の楽校では、市内を流れる多摩川・大栗川・乞田川で子どもたちが、
自然の仕組みや大切さ、身近な生きものの息吹を五感で感じながら自然のすば
らしさを体験できるイベントを数多く実施しています。

　小学生を対象に大栗川・乞田川で川
の周辺に生息する生きもの（野鳥・魚・植
物・昆虫等）の自然環境の変化を感じと
り、川での安全知識も学んでいます。

乞田川の恵み

冬鳥観察会

多摩川源流こすげ水辺の楽校 おうめ水辺の楽校 たちかわ水辺の楽校

福生水辺の楽校

昭島市 環境部環境課 ☎042-544-4341（直通）
　子どもたちがカヌーやイカダで楽しく
遊びながら川の自然を体験したり、多摩
川にすむ魚を観察しながら安全に水に
触れ合えるよう毎年夏にカヌー教室、春
と秋には、市内の小学生を対象に学習支
援として、野草観察を実施しています。
《今後の活動予定》
  7月 水難訓練見学とカヌー教室・イカダ遊び
10月 秋の野草観察水難訓練とカヌー教室・イカダ遊びの風景

あきしま水辺の楽校

浅川潤徳水辺の楽校

多摩市水辺の楽校

府中水辺の楽校

調布水辺の楽校

せたがや水辺の楽校

いなぎ水辺の楽校

平井川こどもの水辺協議会

八王子浅川水辺の楽校

滝合水辺の楽校

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により中止とする場合がありますので、
　実施の有無については各団体にお問合せください。
※全体のレイアウトはイメージです。場所を特定するものではありません。

2007,2023 ALUPIN、アイフィールド

多摩川に子どもたちの 笑顔があふれます！！

１都２県16市区町村で つくる水辺のネットワーク!!



川崎市 建設緑政局 緑政部
みどり・多摩川協働推進課
☎044-200-2268

等々力緑地河川敷、丸子橋付近を活動拠点
とし、渡し舟の再現や川の安全教室、川の
生き物観察会など、地域の学校、市民団体、
民間企業と連携をとりながら活動を展開
しています。

川崎市 建設緑政局 緑政部 みどり・多摩川協働推進課
☎044-200-2268

　『おさかなポスト』から学ぶ多
摩川の生物多様性や地球温暖
化などの講演会、シンポジウム
パネラーなどお受けします。

　『いのちの川』多摩川で、生き物を通し環境教育と情操教育を
実践しています。
　タマゾン川の実体や水の大切さを環境紙芝居で学びます。
　安全で楽しい川遊び、水辺の生き物の正しい知識を学べる、
体験学習イベントを実施しています。安全な川遊びの基本とな
るライフジャケットを400 着常備しています。
　学校のプールや川でライフジャケット体験会、多摩川環境紙
芝居や水辺の安全紙芝居、地域の生き物を生かしたビオトープ
の設計施工・維持管理・出前授業ができます。
　お問い合わせはメールや電話にてご連絡ください。

連絡先メール RiverRanger777@gmail.com

https://www.seseragikan.com/

http://todoroki.org/

　大師河原水防センターを基地とし
て河口干潟が広がる汽水域を活動場
所としています。
　ここではカニやハゼなどの生き物を
観察することができ、河口干潟の特性
を活かした観察会等を中心に活動を
行っています。
　ほかにも、草や虫たちの生き物探し・
クズのつるでリース・カゴ作りなど
楽しい企画満載です。

川崎市 建設緑政局 緑政部 
みどり・多摩川協働推進課 
☎044-200-2268　
https://www.tamagawahigata.net/

 4月 コイの産卵床作り
 5月 春のアユまつり
 6月 アユ漁と外来魚体験
 7月 アユの天ぷらと流しそうめん
 8月 夏休み自然学習会
 9月 親子釣り教室
 10月 渡し船体験

 11月 アユの産卵場観察会
 12月 おもちつき体験
 1月 多摩川年越し新年の集い
 2月 多摩川温暖化観察会
 3月 マルタ観察会
メールか電話にて
お申し込みください。

多摩川ボート教室・漕ごう会
　緑豊かな多摩川の自然の中で４人で漕ぐ
ボート（ナックルフォア）を漕ぎましょう。小
学3年生から１人でも参加できます。
　みんなが力を合わせ漕いで進むボート
を体験してみてください。
●会場 ： 多摩川ガス橋下 （東京都側河川敷）

連絡先　Tamagawa-boat@googlegroups.com
https://tamagawa-boat.jimdosite.com/

　二ヶ領せせらぎ館が活動拠点です。4月の開校式
から始まり二ヶ領用水での「魚つかみ」や漁協の
投網名人の実演、魚釣りなどさまざまなイベントを
企画実施しています。
　「思いっきり外遊び」をみんなと楽しみましょう。

　うのき水辺の楽校は、多摩川下流の汽水域で活
動しています。ヌマチチブやテナガエビなどたくさ
んの生き物がいます。今年もガサガサ体験や河川敷での昆虫
探し・野鳥観察など、自然と友だちになる様々な活動を計画
しています。子どもも大人も川を楽しみましょう。

うのき水辺の楽校事務局（大田区立嶺町小学校内） 
☎080-2131-6854(事務局長 牛島)

  未だに終息することのないコロナ禍の厳しい状況下、「羽田水辺の楽
校」は多摩川の下流の貴重な大師橋干潟と周辺の河川敷での ①誰でも
参加できる定例観察会（夏、4～9月の日曜自然観察会と冬、2月の野鳥観
察会）；②地域の小学校の授業支援（平日の事前授業と野外活動の2本立
て）、同じく地域の小学生のためのサマースクール（夏休み期間）等を活動
の中心に置く一方で、令和4年度からは「羽田ふるさと再生プロジェクト」
を始動させ、「子どもたちが裸足で遊べる干潟づくり」のために多摩川河
口付近の自然環境保全活動＝ゴミ拾いにも力を注いでおります。これから

も続く多摩川の環境保全への皆さま
のご参画を心よりお待ちしています。

事務局（多摩川とびはぜ倶楽部、tobihazeclub@gmail.com）
https://tamagawa-tobihaze.amebaownd.com

源流から河口まで、多摩川をむすぶ水辺のネットワーク

NPO法人おさかなポスト・
NPO法人いきものふれあい教室 
☎044-933-3220（山崎）携帯090-2200-8692

https://sites.google.com/view/unoki-mizube

《2023年度干潟の定例観察会予定》
4月  9日・23日（日） 7月  2日・16日（日）
5月  7日・21日（日） 8月13日・20日（日）
6月  4日・18日（日） 9月  3日・17日（日）

《2023年度の活動予定》
①子どもスタッフ育成プログラム
多摩川で遊びながら、生き物好きで自然環境を考えたい
子どもたち向けに子どもスタッフとして活動するための
研修会を実施しています。年間10回程度。
②自然観察会を予定しています。
　ガサガサ生き物調べ、野鳥観察等
　昨年度は、コロナ禍でも、13回の子どもスタッフ育成の
研修会、自然観察会を行いました。活動予定と申し込み
は上記のうのき水辺HPをご覧ください。

多摩川をシンボルにみんなで美しい多摩づくりを！

　定例会など活動についての詳細は
事務局（多摩川とびはぜ倶楽部）へご
連絡ください。

2007,2022
ALUPIN、アイフィールド多摩川大学ふれあい移動水族館

多摩川でボートを楽しむ会

とどろき水辺の楽校

うのき水辺の楽校

羽田水辺の楽校

かわさき水辺の楽校

だいし水辺の楽校




