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　多摩川を「きれいな , 親しまれる川」にするこ

とを目的に , 昭和５４年から始まった「多摩川ク

リーン作戦」は , 多くの皆さんのお力により今回

で７３回目となります。河川の環境を守り , 美化

を推進するため , ぜひご参加ください。

日　時／平成２８年１１月１３日（日）

　　　　午前８時～午前９時　　　

　　　　※小雨決行・荒天中止・順延なし

秋の多摩川クリーン作戦を実施します秋の多摩川クリーン作戦を実施します秋の多摩川クリーン作戦を実施します秋の多摩川クリーン作戦を実施します

　「地元への利益還元」として , 株式会社ノジマ様

から ,９月に調布市に対して物品の寄附がありまし

た。株式会社ノジマ様からは , 平成２２年度から毎

年寄附をいただいています。

　同社は , 店舗がある自治体への寄附を実施してお

り , 調布市小島町の商業施設に店舗があることから ,

例年寄附をいただいております。今年度はアルカリ

省エネ関連製品の寄附をいただきました省エネ関連製品の寄附をいただきました省エネ関連製品の寄附をいただきました省エネ関連製品の寄附をいただきました

　市では「調布市都市美化の推進に関する条例」

において , たばこの吸い殻等ごみのポイ捨てを禁

止するとともに , 歩きたばこをしないように努め

ることとしています。

　こうした迷惑喫煙をなくし , 喫煙マナーの向上

を図るため , 本年度も喫煙マナーアップキャン

ペーンを実施します。

喫煙マナーアップキャンペーン実施のお知らせ喫煙マナーアップキャンペーン実施のお知らせ喫煙マナーアップキャンペーン実施のお知らせ喫煙マナーアップキャンペーン実施のお知らせ

集合場所／団体参加：多摩川河川敷の各拠点へ

（のぼり旗で表示）※初参加の団体は事

前に環境政策課へご連絡ください。

個人参加：京王相模原線鉄橋下の本部

（事前申込不要）

持ち物／軍手

※ごみ袋などは市で用意いたします。

その他／動きやすい服装でお越しください。

　１０月２日（日）午前１０時から多摩川河川敷

で多摩川の生物多様性を保全するため，生態系に

悪影響を及ぼす，アレチウリなどの特定外来生物

（植物）の駆除活動を行いました。

　当日は，地域住民の方々だけでなく，京王電鉄様，

林建設様，みずほ銀行調布支店様，リコージャパ

ン様の企業としての参加もいただき，３９人が１

時間程度の活動で，４３７．３ｋｇの外来植物駆

除が行えました。

第１２回多摩川の外来植物駆除第１２回多摩川の外来植物駆除

　　　　～守ろう多摩川の生き物～の活動　　　　～守ろう多摩川の生き物～の活動

第１２回多摩川の外来植物駆除

　　　　～守ろう多摩川の生き物～の活動

第１２回多摩川の外来植物駆除

　　　　～守ろう多摩川の生き物～の活動

　キャンペーン期間中 , 市内各駅周辺で , 朝の通

勤時間にあわせ喫煙マナーを呼びかけます。また,

駅周辺の事業者 , 地域の皆さまのご協力を得て清

掃活動を実施します。詳細は , 市ホームページを

ご覧ください。

期間／平成２８年１１月１４日（月）～１８日（金）

問い合わせ／環境政策課０４２－４８１－７０８７

電池 , オーブン，IH クッ

キングヒーター，ミネラ

ルウォーター，洗濯機な

どを寄附いただきました。

　ご寄付いただいた製品

は，市の施設において活

用させていただきます。

主　催／一般社団法人生物多様性保全協会

共　催／調布市

後　援／多摩川流域協議会

アレチウリ（実）アレチウリ（実）アレチウリ（実）活動の様子活動の様子活動の様子
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※市ホームページでも，環境情報を提供しています（トップページ「まちづくり・環境」からご覧ください）。

日時／平成２８年１１月５日（土）午前 10 時～午後 3 時

交通アクセス／

調布駅南口バス乗り場④「多摩川住宅西」行 ( 調 41・45・

46 系統 ) に乗車。

「日活調布撮影所」下車徒歩約 7 分（約 0.5km）

※右図参照。

注意事項／

・駐車場はありません（駐輪場は施設北側にあります）。

・全館，敷地内禁煙です。

・出展内容は変更となる場合があります。

ブース案内
①あそびの広場 わかば事業所 

ボーリング・ゴム金魚すくい・射的を 

して遊ぼう！ 

場所 １階作業室 

時間 午前 10 時 30 分～ 

※当日先着 50 人 

②うさぎの飼育体験 わかば事業所  

うさぎのぬいぐるみで飼育体験をしよ

う！ 

場所 中庭   

時間 午前 10 時～午前 10 時 30 分 

※１ 当日先着 10 人 

※２ 雨天中止 

③ハッピーカフェ わかば事業所 
パンケーキセット

※【有料】マークがないブースは無料です。※【有料】マークがないブースは無料です。

などを販売するよ！ 

場所 １階活動室・中庭   【有料】 

時間 正午～なくなり次第終了 

※1 当日先着 30 人     

※2 開店 15 分前にお店入口で整理券 

を配布します。 

④ソーラーランタン工作教室 

調布未来のエネルギー協議会
 

ペットボトルでソーラーランタンを作ろう！
 

場所 １階大集会室

あす

 

時間 午前10時～,午前11時～,正午～

 
※１ 各時間先着３～４組（計10組） 

※２ 1組（家族）につき1個まで

⑤種子散布オリンピック 
都立神代植物公園植物多様性センター 

種子のオリンピックを開催するよ！  

場所 １階大集会室 

時間 午前10時～午後3時 

 

⑥多摩川の植物でリース作り 
ちょうふ環境市民会議 

クズのつるを使ってリースを作ろう！ 

場所 １階大集会室    【有料】 

時間 午前 10 時～正午 

※当日先着 20 人      

⑦多摩川の水草でボトルアクアリウム 

多摩川の水草とヌマエビで小さな生態

系を作ろう！ 

場所 １階大集会室    【有料】 

時間 午前 10 時～午後 3 時  

⑧外来生物をつりあげろ 
ゲームをしながら多摩川の生き物につ

いて学ぼう！ 

場所 １階大集会室 

時間 午前 10 時～午後 3 時 

⑨鯉のぼりに手形を押そう 
当館に飾る鯉のぼりをみんなで作ろう！ 

場所 １階大集会室 

時間 午後１時～午後 3 時 

⑩情報館クイズ 
当館に関するクイズに挑戦しよう！ 

場所 スタート…2 階展示室 

ゴール……2 階学習室 

時間 午前10時～午後3時 

⑪いきものプールの観察 
多摩川の生態系を再現したビオトープ

でメダカなどを観察しよう！ 

場所 2 階テラス 

時間 午前 10 時～午後 3 時 

⑫飲食販売コーナー 
染地ふれあいサロン 

焼きそばなどを販売するよ！ 

場所 施設東側駐輪場  【有料】 

時間 午前 11 時～なくなり次第終了 

いたるこくいたるこ日時／平成２８年１１月５日（土）午前 10 時～午後 3 時

多摩川自然情報館「秋まつり 2016」多摩川自然情報館「秋まつり 2016」多摩川自然情報館「秋まつり 2016」多摩川自然情報館「秋まつり 2016」
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　７月９日（土），雑木林で活動を行ううえで必要とな

る鋸や鎌の正しい使い方 , 安全に作業に行うために注

意事項などの講義・実習を行いました。

　当日は雨天のため , 予定していた深大寺自然広場で

はなく佐須農の家での実習となりましたが , 受講生は

集中して作業に取り組んでいました。

　ボランティア活動だからこそ安全管理が重要という

認識を , 多くの受講生が持ちました。

　９月１７日（土），雑木林とは一体どんな場所のこと

なのか , 生態系や雑木林等について午前の講義で学び ,

午後のフィールド実習では , 深大寺自然広場に生息す

る昆虫を観察しました。

　講義では土から樹木・生物までの生きもの等の連鎖

を学ぶことができました。

　フィールドでは , 普段見過ごしてしまう昆虫なども

見つけることができました。

調布こどもエコクラブの活動調布こどもエコクラブの活動調布こどもエコクラブの活動調布こどもエコクラブの活動

調布水辺の楽校の活動調布水辺の楽校の活動調布水辺の楽校の活動調布水辺の楽校の活動

雑木林ボランティア講座の活動雑木林ボランティア講座の活動雑木林ボランティア講座の活動雑木林ボランティア講座の活動

　６月１８日（土）及び９月３日（土）に植物に詳し

い講師を招き，日活調布撮影所近くの多摩川河川敷に

おいて，講師から解説していただきながら，あらかじ

め設定した３箇所の定点観測場所を調査し，また，他

のエリアでは植物観察をしました。

　活動後は，参加者同士で観察できたものを確認しま

した。

　第２・３回　多摩川の植物調査

　６月１９日（日）に，都市農地の保全が都市での貴

重な自然環境保全につながることを理解いただくため，

市内農業従事者とＪＡマインズ青壮年部のご協力のも

と，２１人の子どもたちとその保護者など，計３５人

の参加により実施しました。

　最初に，八雲台ふれあいの家において，ＪＡマインズ

青壮年部の皆様から，野菜の花の写真からその野菜を

解答する野菜クイズを出題していただきました。

　その後，講師を務めていただいた農家従事者の畑に

移動し，講師の解説のもと，枝豆やジャガイモの収穫

体験をさせていただき

ました。

　最後に，野菜クイズ

の答え合わせを行い，

高得点の参加者にはＪ

Ａ青壮年部から調布野

菜カレー（レトルトパッ

ク）がプレゼントされました。

　身近な農地で収穫できる野菜への理解や実際に収穫

体験をすることで都市農地理解のきっかけとなる活動

となりました。

※「第３回　野川の生き物調査体験」は雨天のため中止

　しました。

　第２回  都市農地で学んで楽しむ野菜の収穫体験

アドベンチャー in 多摩川２０１６

　第４回　干潟のいきものさがし

　調布こどもエコクラブは，河川や緑地等の自然体験

を通じて環境を学ぶ，子どもたちの環境クラブです。

　市では，市内の小中学生を対象に毎年４月に会員の

　調布に今も残る里山の風景や雑木林を，市民との共

同で保全していくため，雑木林ボランティア講座を実

施しています。

調布市環境モニターの活動調布市環境モニターの活動調布市環境モニターの活動調布市環境モニターの活動

　第２回　作業の実技と安全管理 　第３回　雑木林の生態系（昆虫編）

　８月１１日（木・祝）に多摩川河川敷で，「アドベン

チャー in 多摩川２０１６」が開催され，市内市立小学

活動の様子活動の様子活動の様子
第２回　活動の様子第２回　活動の様子第２回　活動の様子 第３回　活動の様子第３回　活動の様子第３回　活動の様子

　調布市環境モニターは，植物を中心に調布の地形，鳥，

昆虫など観察・調査し，市民と市が協働で調布の自然

　調布水辺の楽校は，多摩川をフィールドに，子どもた

ちと保護者が川に親しむ自然体験活動です。市民・行政・

観察できた生きもの
マメコブシガニ，クロベンケイガニ，ヤマトオサガニ，チゴ

ガニ，コメツキガニ，アシハラガニ，ヨウジウオ，ケフサイ

ソガニ，ヤマトシジミ，ミズクラゲ，ハクビシン，ダイサギ（鳥），

コサギ（鳥），ドバト

第２回　観察できた植物
ムラサキツメクサ , シロツメクサ , ヘラオオバコ , ネズミ

ムギ , ネジバナ , オッタチカタバミ , シバ , コメツブツメク

サ

第３回　観察できた植物
メヒシバ , カゼクサ , ヘラオオバコ , シロツメクサ , コセン

ダングサ

※草刈り後の観察

第２回　観察できた植物
ヤハズソウ , ムラサキツメクサ , ヘラオオバコ

第３回　観察できた植物
シマスズメノヒエ , ヤハズソウ , ハルシャギク , セイバン

モロコシ , ムラサキツメクサ , シナダレスズメガヤ , シバ ,

ハマスゲ , メドハギ , シロツメクサ

観察できた生きもの
アユ，オイカワ，ヌマチチブ，シマドジョウ，ウグイ，フナ，

ヌカエビ，イトトンボ（ヤゴ），コオニヤンマ（ヤゴ），ホシ

アキトンボ（ヤゴ）

校の児童とその保護者計４人が参加しました。

　当日は，スタッフによる投網披露や多摩川の水生生物

の観察をした後に，ライフジャケットを着用して実際に

多摩川に入り，川流れ体験を行いました。

　平成２８年度の雑木林ボランティア講座は，９月ま

でに全６回のうち３回を終えました。

　秋に行われる講座の活動内容は，次号で紹介します。

第２回活動の様子第２回活動の様子第２回活動の様子

　８月２０日（土）に，７人の子どもたちとその保護

者など，計１２人で神奈川県川崎市にある大師河原水

防センター（通称：干潟館）を訪問し，干潟館近くの

多摩川河口の干潟で生き物探しを行いました。

　最初に，干潟館スタッフから干潟館の水防施設とし

ての機能の紹介，調布市を流れる多摩川中流域と干潟

館近くを流れる多摩川下流域の違いの解説を受けまし

た。

　干潟館での学習後に

は，干潟館近くの多摩

川河口の干潟に移動し，

干潟での生き物探しを

しました。

　調布市域を流れる多

摩川では見ることがで

きない魚やカニなどの

生き物を観察すること

ができ，同じ川でも中

流域と下流域では，生

息している生きものが

違うことなど，環境の

違いを体験できました。

第４回活動の様子第４回活動の様子第４回活動の様子

募集を行い，平成２８年度は３８人の子どもたちが会

員として活動しています。

教育団体等が一丸となって支援するとともに，世代を

超えた交流を図っています。

を見守り，自然環境の保全に役立てていくためのグルー

プです。

ポイント１　堤防そば

ポイント３　河川敷中央部

第２回　観察できた植物
オギ , セイタカアワダチソウ , メリケンガヤツリ , ハルシャ

ギク , ユウゲショウ , ヨモギ , スズメノチャヒキ , ヒメジョ

オン , シナダレスズメガヤ , ヤエムグラ , カモジグサ , ネズ

ミムギ , ヘラオオバコ , ムラサキツメクサ

第３回　観察できた植物
オギ , ヨモギ , ヤブガラシ , セイタカアワダチソウ , メリケ

ンガヤツリ , シナダレスズメガヤ , カラスエンドウ , セイ

バンモロコシ , オッタチカタバミ , ヒメジョオン , ギョウ

ギシバ

ポイント２　支川そば
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