
平成２９年１０月５日 
会 員 各 位 
 
                                           美しい多摩川フォーラム事務局 

 

平成２９年度 第２回 教育文化・環境清流合同部会 

◆ １０月５日（木）、美しい多摩川フォーラムの平成２９年 第２回 教育文化・環境

清流合同部会が開催されました。概要は下記のとおりです。 
 

 
   ・開催日時：平成２９年１０月５日（木）１５時～１６時半 
   ・開催場所：立川グランドホテル ３Ｆ サンマルコ 
   ・出 席 者：部会長、運営委員、アドバイザー、会員等 
 
◎ 教育文化・環境清流合同部会の概要 
１． 開会 
２． 部会長挨拶 
３． 経過報告  

 （１）「狛江古代カップ第２７回多摩川いかだレース」参加（7/16）【資料１】 

 （２）多摩川“水”大学講座開催（7/21、9/15） 

 （３）「東北・夢の桜街道推進協議会」平成２９年度総会開催（7/21福島県福島市） 

 （４）美しい多摩川フォーラム設立１０周年記念シンポジウム開催（7/29）【資料２】 

 （５）第９回・炭焼き体験と水辺の交流会開催（8/22）【資料３】※ 

 （６）多摩川流域魅力体験事業（多摩川カヌー駅伝大会）実行委員会（8/23、9/25）【資料４】 

 （７）第４回“多摩川酒蔵街道”のキャンペーンについて（9/1～）【資料５】 

 （８）「多摩の物語」の語り会（9/9）【資料６】 

 （９）美しい多摩川フォーラムの森（青梅）「桜の記念植樹」イベント（9/23）【資料７】 

（１０）東急百貨店より第８回「ココエコチャリティー」の寄付金贈呈（9/29）  

（１１）第１０回・たまリバー５０キロ命名記念・ＲＵＮ＆ＷＡＬＫ開催（10/14） 

（１２）多摩川“水”大学講座開催（10/20、11/17） 

（１３）第９回・美しい多摩川クリーンキャンペーン開催（11/11、11/18）【資料８】 

（１４）多摩川カヌー駅伝大会＆ウォークラリー（11/25）【資料４】 

（１５）第１０回・多摩川子ども環境シンポジウム開催（12/9）【資料９】 

５．意見交換 

  （１）フォーラムのシンボルマークについて【資料１０】 

  （２）ドローンによる多摩川空撮映像の活用について 
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  （３）「御岳の森」木柵・改修工事について 

  （４）その他 

６．部会長総括 

７．閉会 

 
１． 開会（初参加者紹介および資料確認） 

（事務局） 

定刻になりましたので、美しい多摩川フォーラム平成２９年度第２回教育文化・環

境清流合同部会を始めさせて頂きたいと思います。 

始めに、ご報告がございます。美しい多摩川フォーラムの初代事務局長であった  

宮坂不二生様は、本年７月末を以って青梅信用金庫を定年退職し、併せて美しい多摩

川フォーラムの運営委員も退任されました。今後は、多摩川フォーラムの会員として、

フォーラムを応援いただくことになりました。事務局一同、これまで同様にフォーラ

ム事務局をしっかり運営していく所存ですので、引き続き皆さまのご協力をよろしく

お願い申し上げます。 

それでは、当フォーラムのテーマソングである「多摩川の歌」の普及策の一環とし

て、本日は混声四部合唱バージョンでお聞き下さい・・・。 

本日、はじめて部会にご出席される方をご紹介いたします。 

 

（丹波山村長 舩木 良教 様） 

舩木と申します。美しい多摩川フォーラムは、いつもお世話になっている細野会長

をはじめ、大勢の方が多摩川について様々な研究をなさっていると伺っております。

ぜひ私も勉強させていただきたいと思い、参加させていただきました。今後ともお願

い申し上げます。 

 

（東京都建設局 西多摩建設事務所 管理課課長 二瓶 国利 様） 

二瓶と申します。４月に現在の部署へ異動し、８月には「炭焼き体験と水辺の交流

会」に参加させていただきました。青梅市の万年橋から上流の多摩川は、西多摩建設

事務所で管理しております。これからも、多摩川フォーラムさんには、美しい多摩川

の魅力を沢山の人に伝えていただければ、私どもも大変助かります。今後ともよろし

くお願いいたします。 

 

（公益財団法人 東京都農林水産振興財団   

花粉の少ない森づくり運動担当課長 鐙美知子 様） 

鐙と申します。私どもは、東京都と一緒に、花粉を沢山出す杉やヒノキを伐採し、

１％未満の花粉しか出さないと言われる少花粉杉に植え替える仕事をしております。

2 



平成２２年９月３０日に多摩川フォーラムさんと協定を結び、青梅で「企業の森」を

やっていただいています。引き続き、皆さまのご支援をよろしくお願いいたします。 

 

（帝京大学 文学部 社会学科教授 安達 義弘 様） 

安達と申します。先日、宮坂さんから多摩川フォーラムのことを伺い、まちづくり

に興味があることから、ぜひ参加したいと思い、オブザーバーとして出席しました。

私は九州出身で、３年前に東京に出てきましたが、九州でも少しまちづくりに関わっ

たことがあるので、東京での活動をぜひ見学させていただきたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

有り難うございました。なお、平野教育文化部会長は体調不良により欠席となりま

した。それでは渡邉部会長にご挨拶をよろしくお願いします。 

 

２． 部会長挨拶 

（渡邉部会長） 

みなさんこんにちは。本日はお忙しい中、第２回教育文化・環境清流合同部会にご

出席いただき、有り難うございます。先ほど、及川事務局長からご報告がありました

が、宮坂不二生様がこの７月で定年退職されたと聞き、びっくりしているところです。

宮坂様は、多摩川フォーラム設立当時、初代事務局長として事業計画立案等に大変貢

献されました。私個人としても大変寂しいですが、今後も会員としてご支援いただけ

るということですので、心強く思います。 

さて、本日の部会は、７月の部会以降の活動報告、当面の予定、意見交換を予定し

ておりますので、皆さまからの闊達なご意見をよろしくお願いいたします。 

 

３．経過報告 

（事務局） 

それでは、経過報告に移ります。前回６月の活動部会以降の当フォーラムの活動に   

つきましては、お手元の資料の表紙に時系列でお示ししております。 

それでは、はじめに（５）番をビデオにまとめておりますので、前方のスクリーン

をご覧ください。 

 

― ビデオ放映 ― 

 

如何でしたでしょうか。本日、山崎教育文化副部会長は急用で欠席となりましたが、

ビデオにギプスが映っていたように、当日は右手首を骨折した状態で来てくださいま
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した。また、二瓶管理課長にもご挨拶いただき、大変有り難うございました。 

それでは経過報告を続けます。 

 

（１）「狛江古代カップ第２７回多摩川いかだレース」参加（7/16）【資料１】 
・ 【資料１】をご覧ください。今年も「美しい多摩川フォーラム号」として出艇しま

した。今回も、いかだには、狛江市長をはじめ、バルセロナ五輪女子平泳ぎ金メ

ダリストの岩崎恭子さん、当フォーラムのダニエル・カール副会長、狛江市職員、

フォーラム事務局の５人が乗り込み、第１レースに出艇しました。 

 

（３）「東北・夢の桜街道推進協議会」平成２９年度総会開催（7/21福島県福島市） 

・ 本年７月２１日、平成２９年度総会が福島県福島市で開催され、平成２９年度も、 

当フォーラムより同協議会へ２，０００，０００円の拠出金が承認されました。 

当日は、宮坂様の退職に伴う青梅信用金庫の協議会事務局返上が報告され、   

２，０００，０００円の拠出金は今年度を以って終了することになりました。な

お、美しい多摩川フォーラムは、引き続き、東北・夢の桜街道推進協議会の構成

員として機能する予定です。 

 

（４）美しい多摩川フォーラム設立１０周年記念シンポジウム開催（7/29）【資料２】 

・ 【資料２】をご覧ください。美しい多摩川フォーラムは、本年７月に設立１０周

年を迎え、昭島市のフォレストイン昭和館で設立１０周年記念シンポジウムを開

催しました。当日は、ドローンによる多摩川の空撮映像を初公開したほか、「多摩

川の歌」の合唱、「これまでの１０年とこれからの１０年」と題したパネルディス

カッションを行いました。後ほどの意見交換で、ドローンの空撮映像をご紹介い

たします。なお、当日も、丹波山村長の舩木様にご出席いただき、有り難うござ

いました。 

 

（６）多摩川流域魅力体験事業（多摩川カヌー駅伝大会）実行委員会（8/23、9/25）【資料４】 

・ 【資料４】をご覧ください。青梅市、羽村市、福生市、昭島市、八王子市、あ

きる野市の多摩川流域６市が連携して実施する多摩川カヌー駅伝大会の開催

日が１１月２５日に決定し、第１回実行委員会が８月２３日に、第２回実行委

員会が９月２５日に開催されました。本件につきまして、青梅市建設部計画保

全課計画調整係の輪千係長様に一言お願いします。 

 

（青梅市建設部 計画保全課計画調整係 係長 輪千 徳也 様） 
ただいまご説明がありました通り、６市が連携して１１月２５日に多摩川カヌー

駅伝大会を開催します。これは、市長会の地域連携事業として助成をいただき、
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開催するものです。このイベントは、多摩川フォーラムさんで実績あるもので、

今回も多大なご協力をいただくと思いますが、ぜひ成功させたいと思います。現

在、スポーツ推進課という別の部署が担当しているため、私から細かい説明は出

来ないのですが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 
有り難うございました。前回は、昨年の３月に「多摩川魅力体験事業」として、多

摩川フォーラムの企画が採用され、東京都主催のもと、６市連携で開催されました。

今年度は青梅市が中心となり、東京都市長会に助成金を申請し、最大５年の事業とな

ります。４～５年目は助成金が半分になるので、自立のことも考えて進めていくよう

になります。今回のイベントでは、新たにウォークラリーを取り入れており、集客面

でも工夫をしています。また、当日は、親子で楽しめるカヌー体験教室もあります。

ぜひ皆さまも関心を持って足をお運びください。 

 

（７）第４回“多摩川酒蔵街道”のキャンペーンについて（9/1～）【資料５】 

・ 【資料５】をご覧ください。本年も、チラシをリニューアルして、ＪＲ東日本

八王子支社様と連携し、管轄の駅にチラシを置いていただきます。また、大多

摩観光連盟様が発行しているＰＲ誌「大多摩四季報」にも掲載いただきました。

今年も、はとバスさんが１１月から１２月に合計６本のツアーを組んでいて、

うち３本は催行が決定しています。 

 

（８）「多摩の物語」の語り会（9/9）【資料６】 

・ 【資料６】をご覧ください。二子玉川ライズ・オフィス８階のカタリストＢＡ

において、「多摩の物語」の語り会を開催しました。このイベントは、世田谷

区様のご後援のもと、区報に募集記事の掲載をいただき、東京急行電鉄様のご

協力のもと、会場の提供、沿線２３駅（田園都市線９駅、世田谷線１０駅、大

井町線４駅）にポスターの掲出をいただき、実現したものです。当日は８７名

のお客さまにご参加いただき、大変充実したイベントになりました。アンケー

ト結果を見ますと、平野さんに対する評価が高いのは当然ですが、お弟子さん

たちに対する評価も高く、平野さんご自身が驚いていました。来年度以降は、

平野さん中心ではなく、お弟子さん中心にこういったイベントができればとお

っしゃっていましたので、来年度以降も継続事業として検討してまいります。

本件につきまして、当日、ご参加いただき、事務局のお手伝いまでしていただ

いたとうきゅう環境財団の石上様に、一言ご感想をお願いします。 
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（公益財団法人 とうきゅう環境財団 広報・渉外担当 石上 恵 様） 
会場には、お子さま連れの方から高齢の方まで、幅広い年齢層の方にお越しいただ

きました。多摩川の上流から下流の、いくつかの地域にポイントを置いたお話でした

が、全文暗誦による話術の巧みさや、年齢を重ねたお弟子さんたちの声の奥深さ等に

感銘を受けた方が多くいらっしゃいました。お帰りの際、来場者に「多摩の物語」上・

下巻をセットでお配りしました。色々な可能性を持った会になったのではないかと思

います。 

 

（９）美しい多摩川フォーラムの森（青梅）「桜の記念植樹」イベント（9/23）【資料７】 

・ 【資料７】をご覧ください。当日は細野会長ほかフォーラム関係者や会員が 

３３名参加し、ヤマザクラ４５本、ウワミズザクラ５本が植えられました。本

件につきまして、公益財団法人東京都農林水産振興財団花粉の少ない森づくり

運動担当の鐙課長様に一言お願いします。 

 

（公益財団法人 東京都農林水産振興財団 

花粉の少ない森づくり運動担当課長 鐙 美知子 様） 
ただいまご紹介いただいた通りですが、今回のイベントは、捕植という形で実施し

ました。当時植えたものが、気候や動物の被害で枯れてしまったところに、新たに苗

木を植えていただきました。最近、青梅市でもシカの被害が多いことから、植えた苗

木の上からシカ避けネットも取りつけていただきました。「企業の森」にご参加いた

だいてから７年目になります。これまで沢山の方にご参加いただき、有り難うござい

ます。引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
（１０）東急百貨店より第８回「ココエコチャリティー」の寄付金贈呈（9/29） 

・ 平成２９年９月２９日、株式会社東急百貨店本社にて、今年も東急百貨店のコ

コエコチャリティー・イベントによる売上金の一部２１３，３３６円が、当フ

ォーラムに寄付金として贈呈されました。因みに、贈呈式には、細野会長に出

席いただきました。なお、いただいた寄付金は、「多摩川一斉水質調査」など

の多摩川環境保全活動に役立てていきます。 
 
（１１）第１０回・たまリバー５０キロ命名記念・ＲＵＮ＆ＷＡＬＫ開催（10/14） 

・ 今年も１０月１４日に大田区民有志や地元の中学生、平岡副会長、フォーラム

事務局などが参加し、大田区丸子橋から一斉にスタートします。タスキをつな

ぎながら ゴールの羽村市役所を目指して激走します。 
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（１３）第９回・美しい多摩川クリーンキャンペーン開催（11/11、11/18）【資料８】 

・ 【資料８】をご覧ください。今年度は、昨年から新たに清掃会場として加わっ

た川崎市多摩川河口を１１日に実施し、多摩市一ノ宮公園会場と青梅市御岳会

場については、１８日に同時実施します。一人でも多くの会員の皆さまにご参

加いただけたらと存じますので、よろしくお願いします。なお、ポスターにつ

きましては、今月中に各連携先に配付する予定です。 

 

（１５）第１０回・多摩川子ども環境シンポジウム開催（12/9）【資料９】 

・ 【資料９】をご覧ください。今年は、現在のところ、４組の参加が確定してお

ります。最終的には、１０組を目標に、各参加団体と調整中です。なお、今年

度より、グランプリ、準グランプリを設け、表彰します。 

 

（渡邉部会長） 
事務局からの経過報告で、他にご質問などございますか。ないようですので、意見

交換に進めます。 
 

５．意見交換（部会長） 
（１）フォーラムのシンボルマークについて【資料１０】 
（渡邉部会長） 

はじめに事務局の方から説明してください。 
 

（事務局） 
【資料１０】をご覧ください。このシンボルマークについては、運営委員会で正式

に決定したいと考えておりますが、まずは本日の部会と１１日の地域経済活性化部会

で皆さまのご意見を伺いたいと存じます。なお、このシンボルマークは、多摩川フォ

ーラムの設立１０周年を記念して、当フォーラム法人会員のアルピン㈱様より無償で

ご協力くださるとのお申し出があり、本日は、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案の３つのデザインを

ご提示いただいておりますので、ご意見をよろしくお願いいたします。 
 

（渡邉部会長） 
それでは、皆さんからご意見をお願いします。 
 

（富国生命保険相互会社 立川支社市場開発グループ課長 梶田 俊樹 様） 
パッと見て、Ｂ案が良いと思います。デザインは素晴らしいのですが、普段使いな

れているロゴと字体が違うのが気になります。 
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（事務局） 
実は私もデザイナーに同じ質問をしましたが、現在のロゴと組み合わせるのは、デ

ザイン上なじまないとのことです。貴重なご意見有り難うございました。 
 

（公益財団法人 とうきゅう環境財団 広報・渉外担当 石上 恵 様） 
私はＡ案が好きです。これを色々なところで使った時、３本の川の字も好きだし、

外国人の方も漢字に興味を持つし、色々な意味で拡がりがあると思います。３本の川

の色がそれぞれ違うのもお洒落だと思います。多摩川フォーラムで使わないならうち

が欲しいくらいです。 
 

（事務局） 
有り難うございます。例えば、Ａ案にＣ案のような横文字が入ったら如何でしょう

か。 
 

（公益財団法人 とうきゅう環境財団 広報・渉外担当 石上 恵 様） 
しつこいと思います。ポロシャツを作る時、袖にこのマークを入れてもピッタリく

ると思います。とにかく、Ａ案のデザインが単純に好きです。 
 

（公益財団法人 東京都農林水産振興財団 
花粉の少ない森づくり運動担当課長 鐙 美知子 様） 

私もＡ案が良いと思います。コンセプトに「つなぐ輪」とあり、繋ぐことや人の輪

というのは素敵だと思いますし、デザインも良いと思います。東京都でも様々なロゴ

マークを作るのですが、バッチ等を作る時に、Ａ案はとても素敵だと思います。 
 

（アドバイザー 澤田 實 様） 
私は、上流からの水の流れが連想できるＢ案が良いと思います。 
 

（日野市 環境共生部 緑と清流課 課長 平 義彦 様） 
私も柔らかい川の流れがデザインされているＢ案が良いと思います。 
 

（青梅市 建設部 計画保全課計画調整係 係長 輪千 徳也 様） 
シンボルマークとするならＡ案が良いと思います。ただし、多摩川フォーラムの文

字は、他のフォントに変えても良いのかなと思います。 
 

（近畿日本ツーリスト株式会社 首都圏西団体旅行支店長 前田 裕彰 様） 
私はＡ案が良いと思います。ただし、３本の川の色の違いがあまり分からないので、
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もう少し強めにグラデーションを付けても良いかと思います。 
 

（東京都建設局 西多摩建設事務所 管理課課長 二瓶 国利 様） 
私は役所の人間なので、上から下までの川の流れが連想できるＢ案が良いと思いま

す。 
 

（公益財団法人 東京市町村自治調査会 総務部長 永尾 昌文 様） 
Ｃ案が良いと言う人がいないので、Ｃ案と言いたいのですが、お菓子のパッケージ

みたいなので、ちょっと違うかなというところです。縦表記や横表記についてはどう

なのでしょうか。ポスターにマークを入れる時、はまる・はまらないが出てくるので

はないでしょうか。Ａ案だと縦だけなので、アレンジできるのか気になります。 
文字自体が波打っていても面白いのではないかと思います。 
 

（帝京大学 文学部 社会学科教授 安達 義弘 様） 
私は見た目でＢ案が良いと思います。多摩川の特徴は流れだと思うので、流れを表

現するものが良いと思います。四季を表現するような色が付くともっと良いかなと思

いました。 
 

（辻下 修 様） 
私も見た目でＢ案が良いと思います。川の流れが象徴されていると思います。 
 

（特定非営利法人 緑の大地会 専務理事事務局長 十河 盾 様） 
私はＡ案が素晴らしいと思います。ただし、多摩川フォーラムの文字はダサいと思

います。 
 

（丹波山村長 舩木 良教 様） 
私はＢ案が良いと思います。コンセプトに「笠取山山頂の水干」とあり、心遣いに

感謝いたします。 
 

（事務局） 
皆さん、有り難うございました。今までの意見を取りまとめると、Ａ案かＢ案が良

いとなりました。実は平野部会長から事前にご意見を伺ったところ、Ｂ案かＣ案が良

くて、特にＣ案のほうが良いとのことでした。理由としては、川の真ん中に多摩川フ

ォーラムの文字があり、全体が目に飛び込んできて、横文字も入っているからとのこ

とです。ただ、Ｂ案も捨てがたいとおっしゃっていました。源流から河口までの川の

流れが表現されているとのことです。しかし、川の線の先端を少し丸めたほうが良い
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のではないか、Ｂ案に横文字を入れたらどうか、あるいはＢ案にＣ案のような囲みが

あったらどうかともおっしゃっていました。それでは、渡邉部会長よろしくお願いい

たします。 
 

（渡邉部会長） 
皆さんのご意見を集計すると、Ａ案が６票、Ｂ案が７票で拮抗していますが、私は

川の曲線が描かれたＢ案が好きです。Ａ案は縦ですが、Ｂ案は横長なので、入れやす

いのではないかと思います。 
 

（事務局） 
カウント有り難うございました。部会長のご意見も入れると、Ｂ案が８票となりま

す。ちなみに、事務局内で一番支持があったのはＡ案です。来週の地域経済活性化部

会、１１月の運営委員会または１月の運営委員会で決定したいと思います。今日は貴

重なご意見をいただき、有り難うございました。 
 

（渡邉部会長） 
それでは、（２）ドローンによる多摩川空撮映像の活用について、事務局から説明

してください。 
 
（２）ドローンによる多摩川空撮映像の活用について 

（事務局） 

 この映像は、７月２９日にシンポジウムで初公開した後、現在は多摩川フォーラム

のホームページと YouTubeにもアップし、全世界で閲覧可能になっています。それで

は、約１４分間の映像をご覧ください。 

 

― 映像放映 ― 

 

（事務局） 

如何でしたでしょうか。せっかくこれだけのものを作ったのだから、ＰＲしたほう

が良いというご意見をいただいております。それでは、渡邉部会長、よろしくお願い

します。 

 

（渡邉部会長） 

多摩川全体を見るには、大変良くできた空撮映像だと思います。これをぜひ流域の

方々に利用していただけるような方策を考えていきたいと思いまが、ご意見がありま

したらよろしくお願いいたします。 
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（公益財団法人 とうきゅう環境財団 広報・渉外担当 石上 恵 様） 

私は２９日のシンポジウムでも拝見しましたが、大きなスクリーンで見るのと今日

のコンパクトなスクリーンで見るのとはまた違うのだなと思いました。せっかくの作

品ですので、貸し出ししていただけるならご披露できる場面もあるのかなと思います。 

 

（事務局） 

有り難うございました。現在インターネットで全世界誰でも見られる状態になって

おりますので、皆さんのほうでもＰＲしていただき、多摩川の魅力を発信していただ

きたいと思いますので、引き続きご意見をよろしくお願いいたします。 

 

（公益財団法人 東京市町村自治調査会 総務部長 永尾 昌文 様） 

東京都の河川部ならあちこちで使える場面があると思います。また、流域の小中学

校の生徒に見せたら良いのではないかと思いますし、社会科の先生も使えるのではな

いかと思います。積極的に学校を回れば、使ってくれるのではないでしょうか。 

 

（東京都建設局 西多摩建設事務所 管理課課長 二瓶 国利 様) 

確かに小中学校、あるいは幼稚園まで活用できるのではないかと思います。私のほ

うに早めにいただければ、建設事務所の管理課長会がありますので、そこで紹介すれ

ば使いたいというところが出てくるかもしれません。 

 

（公益財団法人 東京都農林水産振興財団 

花粉の少ない森づくり運動担当課長 鐙 美知子 様） 

私も関係する会議があるので、ＰＲさせていただきたいと思います。 

 

（事務局） 

有り難うございます。明日にでも早速、二瓶様と鐙様にご郵送させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 

（帝京大学 文学部 社会学科教授 安達 義弘 様） 

流域の子どもたちの教育に使ったら良いと思います。また、この映像で「多摩川の

歌」のＢＧＭを流したら良いのではないかと思いました。とても良い映像でした。 

 

（事務局） 

「多摩川の歌」のＢＧＭについてですが、設立１０周年記念シンポジウムではボサ

ノヴァ・バージョンの映像を放映しました。しかし著作権の関係で、勝手に公開する

ことができません。機会がありましたら、ご紹介させていただきます。 
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（渡邉部会長） 

貴重なご意見を有り難うございました。それでは、（３）「御岳の森」木柵・改修工

事について、事務局から説明してください。 

 

（３）「御岳の森」木柵・改修工事について 

（事務局） 

「御岳の森」は、はじめにビデオレターでご覧いただいた「炭焼き体験と水辺の交

流会」の会場になります。ここは、事務局で間伐材を１本１本皮むきし、製材こそ業

者にお願いしたものの、当時の事務局員３人が中心となり、約３ヵ月かけて炭焼窯と

自然体験教室（ログハウス）を作り上げました。今回、イベント前に現場の安全確認

を行ったところ、ログハウス前の木柵約１０メートルの木が腐っており、棚の役目を

果たすことができずに、ぐらぐらしている状態で、子どもたちが柵に寄りかかるとそ

のままもっていかれるような危険な状態でした。今年度は時間的・予算的な制約があ

り、最低限の補修で対応しましたが、来年度は、「炭焼き体験と水辺の交流会」を実

施する８月までに木柵の改修工事を行いたいと考えております。来月の運営委員会で

協議事項として上程したいと考えております。本件につきまして、特定非営利法人緑

の大地会専務理事事務局長の十河様より一言お願いいたします。 

 

（特定非営利法人 緑の大地会 専務理事事務局長 十河 盾 様） 

「御岳の森」の木柵ですが、完成から８年が経ち、数年前から老朽化が気になって

少しずつ補修をしてきたのですが、今年はとうとう土台が駄目になってきており、事

務局長に改修工事のご提案をさせていただきました。 

 

（事務局） 

有り難うございました。現在、フォーラム運営委員の緑の大地会様と打合せを行い、

お見積りをいただいております。運営委員会で協議のうえ、来年８月の「炭焼き体験

と水辺の交流会」に間に合うよう、対応していきたいと考えております。 

 

（渡邉部会長） 

ただいまの件に関しまして、ご質問やご意見等ありますか。ないようでしたら、次

に進めます。その他、事務局からありますか。 

 

（３）その他 

（事務局） 

澤田様からの配布物について、一言お願いいたします。 
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（澤田 様） 

御岳山で、八王子の芸者さんたちが第５回「天空芸者ナイト」を開催します。１１

月１０日と１７日です。ウェブ申込です。１０００円でおつまみ３皿と小澤酒造のお

酒が飲み放題です。リピーターは食べ物を持参しています。外国人の参加も多いです。

国際交流できますので、ぜひご参加ください。 

 

６．総括・閉会（部会長） 

（渡邉部会長） 

今日は、充実した内容の経過報告が１０件ありました。当面の予定は５件あり、そ

の後の意見交換ではシンボルマークに関する沢山の貴重なご意見をいただきました。

ドローンの空撮映像については、できるだけ皆さんからＰＲしていただきたいという

ことです。木柵の改修工事についても説明がありました。以上で本日の教育文化・環

境清流合同部会を終了します。有り難うございました。 

  

以  上 
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