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せたがや水辺の楽校
2018年度開校式！
せたがや水辺の楽校
2018年度開校式！

水辺ゴハン会もあるよ♪水辺ゴハン会もあるよ♪

せたがや水辺の楽校市民事務局
2018年2月18日発行
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2018年4月22日（日）11：00～ せたがや水辺の楽校原っぱにて

申し込み不要
だれでも参加できます！

参加費無料

※せたがや水辺の楽校運営協議会
行政関係：国土交通省関東地方整備局京浜河
川事務所 河川環境課／国土交通省関東地方
整備局京浜河川事務所 田園調布出張所／世
田谷区教育委員会 生涯学習・地域・学校連携
課／世田谷区 子ども若者部 児童課／鎌田児
童館／喜多見児童館
学校関係：砧南小学校／砧南中学校／砧南小
学校パパースクラブ／砧南中学校おやじの会
市民団体：ＮＰＯ法人 砧・多摩川あそび村／砧
南グリーンズ
事務局：せたがや水辺の楽校

「せたがや水辺の楽校原っぱ」を拠点と
して、二子玉川近くの「野川ベース」も
あわせ、「あそびの日」（毎月第一日曜
日）の開催・小学校の総合学習への協
力・中高生の自然体験、地域の緑地整
備などのボランティア活動の支援等に
加え、国分寺崖線の緑地（岡本公園内
一部、瀬田四丁目旧小坂緑地）の整備
管理、世田谷区の有形文化財利活用
ワークショップの事務局運営、二子玉
川ライズルーフガーデンの「多摩川生
きもの水族館」の展開等。

地域住民が地域の小中学校など連携し、「せたがや水辺の
楽校運営協議会※」を発足。
国土交通省、文部科学省、環境省などが事業化した「水辺の楽
校プロジェクト」の認定を受け、「せたがや水辺の楽校」開校。
「世田谷まちづくりファンド・町を元気にする拠点づくり」の
助成を受け「せたがや水辺の楽校原っぱ」の整備完成。

世田谷区（教育委員会）と、「せたがや水辺の楽校原っぱ運
用協定」の締結、地域の子育て団体などと協働で原っぱを
整備、活用する「原っぱの会」発足。

2002年

2006年

2012年

2013年

せたがや水辺の楽校のこれまでといま

3月の水辺の楽校のあそびの日は「原っぱのおそうじ」。原っ
ぱに午前10時に集合です。みんなで、原っぱから通称板チョ
コ護岸と言われる多摩川までゴミを拾いながら移動します。
この板チョコ護岸の近くには、春先になると東京湾から産卵
のためにマルタウグイがのぼってきます。そこで、3年前か
ら、地域の人がマルタウグイが産卵する場所をきれいにする
活動「かわのまちアクション マルタの産卵床づくり」を始めま
した。3月のあそびの日
は、川原のゴミ拾いをしな
がら、この活動に合流。お
昼になったら、原っぱで
「水辺ごはん会」です。な
んでもヤキヤキの準備も
しますので、焼いて食べた
いものを持ってきてね。

3月4日（日）10：00～14：00

かわのまちアクションに事前申し込みをすると
「多摩川子どもハンドブック」がもらえるよ！

peatix「多摩川で魚のおうちをみんなで作ろう！」
かわのまちアクション2018【マルタウグイ産卵環境づくり】
https://tamariveration.peatix.com/

『かわのまちアクション』についての詳細・お申込み

いま

マルタウグイ産卵床作り

水辺の楽校あそびの日
（原っぱのおそうじ）
水辺の楽校あそびの日
（原っぱのおそうじ） ××

かわのまちアクション
（マルタの産卵床づくり）
かわのまちアクション
（マルタの産卵床づくり）

たまがわのなかまたち -2たまがわのなかまたち -2

マルタと言われ、別名マルタ
ウグイ。東京よりも北の地方
にすみ、卵をうむために川に
のぼってくる。多摩川では世
田谷区のあたりで3月～4月
の上旬に卵をうむ、60センチ
くらいの大きな魚。

マルタウグイ

11：00～
11：40～
12：15～
13：00～

14：30

開校式セレモニー
吹奏楽の演奏：東京都立世田谷総合高校吹奏楽部ほか
お昼ごはんタイム：お弁当を持ってきてね
ネイチャーゲーム：原っぱでしぜんであそぶゲームをします。
おさかなのすみかつくり：原っぱでお話しを聞いてから、
　　　　　　　　　　　 板チョコ護岸に行きます（地図はうら）

おさかなのすみかを作って、板チョコ護岸で解散します。またあそぼうね！

開校式プログラム

おさかなのすみかつくり

せたがや水辺の楽校は毎年1年の活動のはじめに「開校式」を開催しています。
今回で13回目。毎年春に開校式を開催するけれど、同じ1年、同じ1日は２度ときません。
今年もあたらしい年度になります。また、たくさんあそぼうね♪
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せたがや
水辺の楽校原っぱ

ルーフガーデン
（多摩川生きもの水族館）

板チョコ護岸

駐車場

地域での活動

世田谷区教育委員会事務局　生涯学習・地域・学校連携課：03-5432-2731

せたがや水辺の楽校・市民事務局
お問い合わせ：080-3007-5413（村上）　メール：info@mizubedesign.org

のげ青フェスティバル
野毛青少年交流センター主催

3 11
（日） 【多摩川の生きものパネル展示など】

宇奈根の渡し
宇奈根の渡し実行委員会主催

5 13
（日） 【たまがわミニ水族館/KanAsamiコンサート】 春の多摩川水辺の外来植物探し

（一財）生物多様性アカデミー・せたがや水辺デザインネットワーク共催
5 13

（日）

花みずきフェスティバル
花みずきフェスティバル実行委員会主催

4 29
（日）

雨天の中止やプログラム変更はブログでお知らせ
http://semizube.exblog.jp/
次のあそびの日のお知らせはホームページ
http://www.re-forest.com/setagaya_mizube/

「せたがや水辺の楽校」は地域の小学校の総合学習や、環境学習、まちづくり活動、企業ＣＳＲなどに協力しています。
詳しいイベント情報は、主催団体の広報、せたがや水辺の楽校ブログ、まち情報メディアfutakolocoなどで随時ご確認ください。

水辺の楽校は、国土交通省と自治体と市民による
協働事業です。この活動は、平成29年度世田谷区
絆連携活性化事業の補助を受けています。

水辺ガサガサ
6月3日 7月1日 8月5日 9月2日 10月7日5月6日

兵庫島近くの「野川ベース」の
川に入って生きものをつかまえて、観察しよう！
川おじさんやミキちゃんが生きもののこと、教えてくれるよ。

あそびの時間10：00～12：00
雨が降ったり、川の水がふえているときは、お休みします。

3年生までの子は、おとなといっしょにきてください。

受け付けは、「せたがや水辺の楽校原っぱ」と「野川ベース」の2か所

参加費：無料　申し込み：当日現地受付

★プラスあそびの日！

草地ガサガサ
夏の原っぱでの虫探し。
講師は生きものハカセの伊藤さん。
虫だいすきなミキちゃんもいるよ。

6月17日

10：00～12：00
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http://angel-zaidan.org/contents/mizube-no-ikimono/
HOW TO 動画配信中！
ハウ トゥ

企画、構成をせたがや水辺の楽校スタッフが行っています。

「森永エンゼルカレッジ・身近な自然観察」

川に入って水辺ガサガサ、どんなことに気を付ける？
双眼鏡を持ってバードウォッチング、しっかり観察するコツは？
身近な自然観察を、子ども達と楽しむ方法をわかりやすく動画で解説。
・水辺の生きもの編　・バードウォッチング編（2月公開）

長ズボン、水にはいるための
靴（かかとがホールドされる
もの）を用意してください。
ライフジャケットや、捕獲の
ための網、ケースなどは貸し
出します。

川に入る服そう

ぼうし

長そで

長ズボン

くつした・くつ

ライフジャケット
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