平成２９年４月発行

「湘南里川づくり」とは、湘南地域のふるさとの川である金目川水系の河川等を地域の貴重な財産として
次世代を担う子どもたちに引き継いでいくため、市民（湘南里川見守り隊）と行政の協働により清掃、草
刈、植栽、生き物観察会など河川等の保全・活用に取り組む活動のことです。この
「湘南里川づくり」を流域全体に広げていくため、市民と行政とが連携し、見守り隊の
活動を応援する「湘南里川づくりみんなの会」を立ち上げました。見守り隊やみんな
の会の活動に参加して、金目川水系をふるさとの川として親しみ、守っていきましょう！

一般の方が参加できる行事です。開催日時・申込方法等、各団体にお問合せ下さい。

イラスト：阿木二郎氏

ごみひろい、草取り
行事名
開催日時
湘南里川づくりクリー 随時（通年）
ンキャンペーン
河内川クリーン作戦 ５月１３日(土)
9:00～
葛葉川美化清掃

７月２日（日）

金目川環境ウォーク ７月１５日（土）

開催場所
内容
問合せ先
金目川全域の 見守り隊等の各団体が主催して、各地域の川のごみひ
各地域
ろい、草刈り等を行います。詳しくは、湘南里川づくり
各団体
ホームページ等をご覧下さい。
河内川
川のゴミ拾いを行います。一般の方の参加大歓迎。申 河内川あじさいの会
旭北公民館
し込みは不要。直接集合場所においでください。河内川 会長 石井豊
９時集合
あじさいの会と美化推進委員会主催。
0463（33）5034（夜間）
葛葉川
本町、東、北地区の自治会が中心となって葛葉川のご
9:00～
み拾い等を行います。一般の方の参加も大歓迎！
秦野市環境保全課
東公民館集合 東地区の市民が中心となって、川のごみ拾い等を行い 0463（82）9618（直通）
9:00～
ます。一般の方の参加も大歓迎！

イベント(おまつり)・講演会
行事名
開催日時
開催場所
内容
問合せ先
いせはら環境展
５月１３日、１４日 伊勢原市総合 伊勢原市で活動している環境団体が出展する、環境に 湘南里川づくりみんなの会
(公園緑花まつり内） （土日）うち、１３ 運動公園
ついて楽しく学べる展示会です。みんなの会のブースで 事務局
日のみ出展
は、「エコ魚釣りゲーム」やパネル展示を行います。
0463(22)9186(直通）
人間環境研究会第３ ５月１７日（水）
東海大学湘南 東海大学とＮＰＯ法人東海大学地域環境ネットワークが
回公開講座「ヒマラ 11:05～12:35
校舎８号館４階 共催する講座です。講師は森下郁子氏（淡水生物研究 東海大学自然環境課程準
ヤが源流の３つの大
－401号室
所 所長）。申し込みは不要で一般の方も聴講できま
備室
河－黄河、長江、メコ
す。無料。
0463（58）1211（内線3410）
ン」
鶴巻あじさいまつり ６月４日（日）
善波川
鶴巻の田園風景の中で、善波川沿いに咲くあじさいを 鶴巻地区自治会連合会
10:00～
（鶴巻地区）
楽しむおまつりです。会場は矢茂井橋付近です。
会長 宮川邦生
0463（77）0087
河内川
６月１１日（日）
河内川（鎌倉橋 河内川の両岸に咲くあじさいを楽しむお祭りです。河内 河内川あじさいの会
あじさいまつり
10:00～15:00
～下河原橋） 川あじさいの会の展示やみんなの会のパネル展示もあ 会長 石井豊
ります。
0463（33）5034（夜間）
ひらつか環境フェア ７月２２日、２３日 平塚市役所
平塚市で活動している環境団体や大学など１７団体に 金目川水系流域ネットワー
２０１７
（土日）
１階ロビー
よる環境体験教室とパネル展。みんなの会の金目川水 ク 代表 柳川三郎
10:00～16:00
系流域ネットワーク、地球っ子ひろばが参加します。
0463（59）2000
秦野名水フェスティ ８月２日（水）
秦野市文化会 秦野名水を楽しむおまつりです。自由に参加出来る体
バル
縁日・教室：13:00 館
験コーナーや縁日、展示コーナーがあります。夏休み 秦野市環境保全課
～18:00 講演会：
自然教室「遊んで学ぼう！秦野名水」と、ソムリエ田崎 0463（82）9618（直通）
18:30～20:30
真也氏の講演会は環境保全課に申し込みを。

田植え
行事名
鶴巻ホタルの
田んぼの田植え

開催日時
６月４日(日）
10：00～11：00

開催場所

内容

問合せ先

秦野市鶴巻南 鶴巻ホタルの会で整備している「ホタルの田んぼ」で田 鶴巻ホタルの会
の田んぼ
植えをします。興味関心のある方は、ぜひご協力下さ 代表 後藤文彦
い。詳しくはお問合せを！
事務局：ひかりの街管理セ
ンター0463（78）2700

平成

生き物観察会・調査会

申し込みが必要な行事です。

行事名
秦野名水さんぽ
～春～

開催日時
５月１４日（日）
8：30～15:00

開催場所
内容
問合せ先
秦野駅南口～ 秦野駅から今泉名水桜公園、弘法の清水、曽屋の配水
くずはの家
場、葛葉峡谷など、秦野名水の湧水ポイントや水道の 秦野市環境保全課
0463（82）9618（直通）
歴史的施設をめぐります。定員２０人。

地球っ子ひろば
～子供と親の
環境教室

５月２０日(土)
６月１７日(土)
７月２２日(土)
９月１６日(土）
10：00～12：00

神奈川県環境 ５月：虫めがねで光と遊ぼう ６月：冷蔵庫を使わないで
科学センター、 アイスクリームを作ろう！ ７月：田んぼを探検しよう！ 地球っ子ひろば
田んぼ
９月：電気で遊ぼう！（季節毎に渋田川の水調べも行い 代表 斉藤美代子
ます） 参加費前期2000円
0463（55）2103

全国水環境一斉調 ６月１１日（日）午 金目川水系流 水環境の実態を金目川流域全体で調査して、「全国水 金目川水系流域ネットワー
査（金目川水系流域 前中
域
環境一斉調査」に報告します。（ＣＯＤパックテストを
ク 代表 柳川三郎
ＣＯＤパックテスト）
使って調べます）
0463（59）2000
河内川の生き物調べ ７月中を予定
平塚市旭北公 松延小、旭小、山下小、勝原小の児童のみなさんを中 河内川あじさいの会
民館近く
心に、河内川の生き物を採集・調査を行います。詳しく 代表 石井豊
は右記までお問い合わせください。
0463（33）5034
親子で水遊び
７月２３日（日）
くずはの家付 竹で水鉄砲をつくったり、笹ぶねをながしたりして遊ぼ
9：30～12：00
近葛葉川
う！対象は幼児から大人まで、定員４０名。応募者多数 秦野市くずはの家
0463（84）7874
の場合抽選。７月１日より電話にて受付開始。
水生生物教室

７月２５日（火）
9：00～12：00

秦野市立東公 金目川の生き物を網で採集して観察します。生き物の
民館付近金目 種類から川の水質を判定してみましょう。対象は小学
川
生、定員２４名。７月１日より電話にて受付開始。

夏休み金目川
生き物観察会

７月３０日（日）
9:00～12:00

真夏の水温調査

８月１３日（日）
12：00～15:00

葛葉川の
生き物観察会

９月１６日（土）
10：00～15：00

川のいきもの観察

９月２４日（日）
9：30～11：30

金目観音前金 金目川の川原で、生き物を網で採集して観察します。協 金目川水系流域ネットワー
目川
力：東海大学及び神奈川県環境科学センター。対象は ク代表 柳川三郎
金目小、みずほ小、平岡幼稚園。定員７５名。
0463（59）2000
金目川水系全 金目川水系の橋６６箇所を調査地点に、川の水温一斉 金目川水系流域ネットワー
域
調査を行います。たくさんの方のご参加をお待ちしてい ク代表 柳川三郎
ます！
0463（59）2000
くずはの家付 くずはの家付近の葛葉川で、幼稚園児と生き物観察会 金目川水系流域ネットワー
近葛葉川
をします。平塚市平岡幼稚園対象。
ク代表 柳川三郎
0463（59）2000
くずはの家付 葛葉川で、魚などの生き物を観察します。対象は小学
近葛葉川
生以上、定員３０名。えのきの会水辺分科会が担当しま 秦野市くずはの家
0463（84）7874
す。

秦野市環境保全課、
秦野市くずはの家
0463（84）7874

企画展
ミニ展示「くずはの広 ７月２７～３０日
場紹介」（仮テーマ） （木～日）

秦野市立本町 くずはの広場の自然を展示で紹介します。動物、植物
くずはの家えのきの会
公民館１階ロ 昆虫、野鳥、水辺、岩石、遊びのコーナーがあり、葛葉
事務局0463（84）7874
ビー
川の生き物を紹介する展示があります。

湘南里川見守り隊・個人会員の活動
活動したいけど、何からはじめたらいいかわからない・・。そんな方は、まずは個人会員に登録しませんか？個人会員の会主催の
交流会や見守りウォークを通じて、里川づくりや金目川を知ることから始めてみましょう！詳しくは、下記の湘南里川づくりみん
なの会事務局までお問い合わせください。
登録者対象行事名
開催日時
湘南里川見守り隊
５月１８日（木）
個人会員交流会 14：00～
湘南里川
見守りウォーク

開催場所
内容
東海大学湘南 湘南里川づくりに個人で見守り隊として登録している方の交流会です。里川づくりの
校舎
紹介や川に関する勉強会を行なっています。

毎月第２木曜日 金目川水系の 金目川水系の源流から河口までの川の様子や自然を観察する見守りウォークで
５月１１日、６月８ 随所
す。当会発行リーフレット「金目川の散歩道」のコースを、川の流れや自然、歴史、
日、７月１３日
文化を楽しみながら歩きます。

湘南里川づくりみんなの会
湘南里川づくりに関するお問合せ：
事務局 神奈川県湘南地域県政総合センター企画調整部企画調整課
電話
（０４６３）２２－９１８６（直通）
ＨＰを見てね！
ファックス （０４６３）２３－０５９９
メールアドレスmailto:shonan-satokawa@pref.kanagawa.jp

