
主催 ： 木曽三川フォーラム　共催：国土交通省木曽川上流河川事務所
後援 ： 愛知県　一宮市　稲沢市　江南市　岐阜県　岐阜市　大垣市　関市　美濃加茂市　各務原市
　　　羽島市　笠松町　岐南町　長良川流域環境ネットワーク協議会（一部申請中を含む）

13:00～17:00

オリナス一宮　旧一宮西庁舎　一宮市本町２丁目４番34号
　　　　　　　　　　　　　　　  TEL / 0586-85-7007

平成３０年 ６/１６

受付
開会挨拶
活動発表　　岐阜県立岐山高等学校
　　　　　　一宮市平成ホタルの会
　　　　　　愛知県立木曽川高等学校
パネルデスカッション
　コーディネーター　向井貴彦氏 （岐阜大学地域科学部准教授）
　パネラー　岐阜県立岐山高等学校
　　　　　　一宮市平成ホタルの会
                          愛知県立木曽川高等学校
閉会

　　　　　

13:00
13:10
13:35

15:35

17:00

土

定員　100名（親子歓迎） 参加費無料　申込み要

会場

会場案内図

市民と高校生
　　　　の生物多様性

申し込み　〆切り６月８日（金）
　①氏名②住所③電話番号を記入の上
　往復ハガキ、Email、FAXでお申し込みください

申し込み・問い合わせ先
　木曽三川フォーラム事務局
　〒502-0032　岐阜市高嶺町2番地
　TEL / 090-7697-3508（柴田）
　FAX / 058-232-7676
　Email / kisosansen-ho@ccn.aitai.ne.jp　

オリナス一宮
一宮市本町2丁目４-34

尾張一宮駅より500m 徒歩5分

尾張一宮駅

一宮市役所一宮市役所

尾張一宮駅

公益財団法人河川財団による
河川基金の助成を受けています。



木曽川で
　　 学び・遊ぶ
開催日時

開催場所

定員・参加費

内容・スケジュール

平成３０年８月５日（日）

各務原市川島町笠田町
　　　（通称：笠田港）

１５名（要申込み・先着順） 無料※小学３年生以上

  9:00
  9:30～ 9:40
  9:40～10:40
11:00～11:40
11:40～12:40
13:00～14:00
14:30～16:00
16:20
16:20～17:00

受付（集合場所 河川環境楽園西口駐車場）
開会（開会挨拶 木曽三川フォーラム会長）
河原の植物勉強会（講師：田中俊弘先生）
川について学ぶ（水辺共生体験館）　
昼食・休憩
学ぶ「生き物たちの住所」（自然体験館）
Eボートで川下り（木曽川北派川～笠松町笠松みなと公園）
閉会/解散
バスにて移動（笠松みなと公園～西口駐車場）希望者

持ち物

参加申込・問合せ
参加者に別途、ご案内します。

●参加申込み方法
　①氏名 ②学年 ③住所 ④電話番号を記入
　往復はがき又はEメール・FAXでお申し込みください。
●〆切り　平成３０年７月２７日（金）
●申し込み・問い合わせ先
　木曽三川フォーラム　事務局 　
　〒502-0032　岐阜市長良高嶺町2番地
　TEL/090-7697-3508（柴田）　FAX/058-232-7676
　Email/kisosansen-ho＠ccn.aitai.ne.jp
主催：木曽三川フォーラム　共催：国土交通省木曽川上流河川事務所
後援：愛知県 稲沢市 一宮市 江南市 岐阜県 岐阜市 大垣市 関市 各務原市 美濃加茂市 
　　　羽島市 笠松町 岐南町 長良川流域環境ネットワーク協議会

伏屋

木曽川（北派川）

中野円城寺

木曽川

国
道

号
線

名
岐
バ
イ
パ
ス

２２

至岐阜

至一宮

河川環境楽園西口駐車場 河川環境楽園

通称 笠田港

無料
要申込



長良川で
     学び・遊ぶ

開催日時

開催場所

定員・参加費

内容・スケジュール

平成３０年８月１１日（土）

岐阜市長良
（岐阜グランドホテル前河川敷）

１５名（要申込み・先着順）無料 ※小学３年生以上

  9:00
  9:30～　9:05
  9:35～10:35
10:40～12:00
12:00～12:20
12:20～13:00
13:00～13:30
13:40～14:45
15:00～16:30
17:00

受付（集合場所　岐阜グランドホテル前長良川河川敷）
開会（開会挨拶　木曽三川フォーラム会長）
河原の植物勉強会（講師：田中俊弘先生）
カワゲラウォッチング
バスで藍川橋へ移動
昼食・休憩
藍川橋で水質調査　
川について学ぶ
Eボートで川下り（藍川橋～長良川うかいミュージアム前）
閉会/解散

持ち物

参加申込・問合せ
参加者に別途、ご案内します。

●参加申込み方法
　①氏名 ②学年 ③住所 ④電話番号を記入
　往復はがき又はEメール・FAXでお申し込みください。
●〆切り　平成３０年８月３日（金）
●申し込み・問い合わせ先
　木曽三川フォーラム　事務局 　
　〒502-0032　岐阜市長良高嶺町2番地
　TEL/090-7697-3508（柴田）　FAX/058-232-7676
　Email/kisosansen-ho＠ccn.aitai.ne.jp

集合場所

主催：木曽三川フォーラム　共催：国土交通省木曽川上流河川事務所
後援：愛知県 岐阜県 岐阜市 大垣市 関市 各務原市 美濃加茂市 羽島市 笠松町 岐南町
　　　長良川流域環境ネットワーク協議会

至高富

長良川

岐阜公園

鵜飼大橋長良橋

長良川うかいミュージアム

岐阜グランドホテル

無料
要申込



特定外来魚駆除実験　in木曽川

木曽三川フォーラム

主催：木曽三川フォーラム　共催：国土交通省木曽川上流河川事務所
後援：愛知県 江南市 一宮市 稲沢市 岐阜県 岐阜市 関市 大垣市 各務原市 美濃加茂市 羽島市
      笠松町 岐南町 長良川流域環境ネットワーク協議会

開催日時

開催場所

定員・参加費

内容・スケジュール

平成３０年８月２５日（土）

各務原市川島町笠田
　　　　　　（木曽川北派川）
集合：水辺共生体験館

親子１００名（申し込み不要）無料（小学４年生以上）

13:00
13:30～14:00
14:30～16:00

受付
開会・外来魚の事前説明
駆除実験・外来魚の解説

問合せ先
　木曽三川フォーラム　事務局 　
　〒502-0032　岐阜市長良高嶺町2番地
　TEL/090-7697-3508（柴田）
　Email/kisosansen-ho＠ccn.aitai.ne.jp

木曽三川フォーラムにおいては、岐阜市長良雄総、長良川右岸の河川敷にある
水路を調べたところ、ブラックバスやブルーギルなどの外来魚が見つかりました。
また、国土交通省の国勢調査でも、長良川をはじめ木曽川・揖斐川でも広範囲
にわたって外来魚が確認されてます。今回の駆除実験は、長良川・木曽川・揖斐川
で外来魚が確認されたことを受けて、豊富な淡水魚が生息する自然豊かな環境
を守るため、外来魚の「駆除」や「拡大の防止」の対策に取り組んでいくものです。
取り組みにあたっては、対策が実効性のあるものとするためにも河川管理者のみ
ならず市民が主体となることが望ましいと考えています。
この活動は長良川・木曽川・揖斐川の流域全体へ広げて行きます。

河川環境楽園西口駐車場

駆除実験会場

集合：水辺共生体験館



木曽三川歴史探訪
開催日時

開催場所

内容・スケジュール

平成３０年９月１９日（水）雨天決行

海津市歴史民俗資料館（入館料は各自）
　　海津市海津町萱野２０５－１

４５名（要申込み）無料　昼食は各自持参

  8:00
  8:20～ 9:40
10:00～12:00
12:00～12:30
12:30～13:00
13:00～14:00
14:10～14:30
15:00～16:00
17:00

受付（ＪＲ岐阜駅団体バス乗降場）
出発　到着：海津市歴史民俗資料館
講演：高須藩と高須輪中（講師：丸山幸太郎先生）
昼食
海津市歴史民俗資料館見学
金曲四間門樋見学
大江川排水機場見学
木曽川文庫
解散（ＪＲ岐阜駅団体バス乗降場）　

参加申込・問合せ
●参加申込み方法
　①氏名 ②住所 ④電話番号を記入
　往復はがき又はEメール・FAXでお申し込みください。
●〆切り　平成３０年９月１４日（金）
●申し込み・問い合わせ先
　木曽三川フォーラム　事務局 　
　〒502-0032　岐阜市長良高嶺町2番地
　TEL/090-7697-3508（柴田）　FAX/058-232-7676
　Email/kisosansen-ho＠ccn.aitai.ne.jp

主催：木曽三川フォーラム　共催：国土交通省木曽川上流河川事務所
後援：愛知県 岐阜県 岐阜市 大垣市 関市 各務原市 美濃加茂市 羽島市 笠松町 岐南町
　　　長良川流域環境ネットワーク協議会

高須藩と高須輪中

定員・参加費

集合場所

じゅうろく
プラザ

JR岐阜駅

名鉄岐阜駅

団体バス
乗降場スクエア48

信長ゆめ広場

写真：海津市ホームページより

無料
要申込

310円




