
 

 

 

 

 

会員入退会について 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

令和元年 5月 25日（土） 

ＮＰＯ法人 川に学ぶ体験活動協議会 

第 3号議案 



■入会団体 

 

No. 会員番号 会員区分 団体名 代表者 担当者 都 道 府

県 

入会日 

1 A-0306 正会員 
大岡川リバーアクショ

ン 
平山康弘 平山康弘 

神 奈 川

県 
2018/7/17 

2 A-0307 正会員 利根川の魅力を育む会 石川貴夫 田島洋輔 埼玉県 2019/4/10 

3 A-0308 正会員 
仁淀川清流保全推進協

議会 
石川妙子 遠近知代 高知県 2019/4/15 

4 A-0309 正会員 
筑後川防災施設くるめ

ウス 事業部 
川嶋睦己 川嶋睦己 福岡県 2019/3/29 

5 A-0310 正会員 
球磨川アドベンチャー

やつしろ 
村上光三郎 村上光三郎 熊本県 予定 

6 A-0311 学校会員 気仙沼市立面瀬小学校 熊谷久恵 熊谷久恵 宮城県 2019/5/17 

 

■退会団体 

No. 会員番号 会員区分 団体名 代表者 担当者 都 道 府

県 

退会日 

1 A-0180 正会員 
TERRA 子野アドベンチ

ャー 
原田秀夫 原田秀夫 熊本県 2019/4/19 

2 A-0220 正会員 
NPO 法人水と緑の環境

ネットワークの会 
宮田 宏 原 一宏 東京都 2018/10/3 

3 A-0197 一般会員 
国定観光公園 マング

ローブ茶屋 
久保 公 久保 公 沖縄県 2019/5/19 

4 A-0278 正会員 株式会社 坂本組 坂本芳則 坂本芳則 愛媛県 2019/5/19 

 



様式Nu-4 【会員団体概要】

ＮＯ．

団体名

団体設立年月日

代表者氏名 平山康弘 役職 代表

団体所在地

ＴＥＬ 045-774-9307 ＦＡＸ 045-774-9340

E-Mail

ホームページ

沿革・活動目的

組織（会員数等）

主な活動内容

今年度活動予定
地域のイベントなどでのEボート試乗会の開催。
地域のキッズスクールを対象とした、こどもの水辺安全講座の開催。
RAC指導者講習会の開催

なし

これまで横浜の水辺で活動する団体の連携活動や様々な事業を行ってきた「流域連
携よこはま」が、事業を整理し団体支援や交流活動に特化することとなり、事務局が
実施していた、講習会や研修会、イベント、学習支援などの事業を引き継ぐ形で設立
した。

設立時点では、個人会員が5名。

地域のイベントなどでのEボート試乗会の開催。 こどもの水辺安全講座の開催。

大岡川リバーアクション

2018

bzb11250@nifty.com

〒235-0033　神奈川県横浜市磯子区杉田5-26-1-212



様式Nu-4 【会員団体概要】

ＮＯ．

団体名

団体設立年月日

代表者氏名 石川　貴夫 役職 会長

団体所在地

ＴＥＬ 090-9003-1482 ＦＡＸ 0480-53-5758

E-Mail

ホームページ

沿革・活動目的

組織（会員数等）

主な活動内容

今年度活動予定

・自然体験活動（年１回）
・利根川川下り活動（年２回）
・水辺安全講座（年１回）
・地域史勉強会（年１回）

当会は、次世代を担う子供たちに加えて当該地域を支える大人たちを対象として、
関東地域を代表する『利根川』の地域固有の自然環境や、郷土の歴史・文化等の地
域資源を活かした体験活動（自然観察会および利根川川下り）を通じて、自然環境
保全の必要性理解を深めるとともに、地域の人々の利根川に対する想いや願いを
共有し、大人も子供も「地域の一員」としての意識を持った地域に根差した人づくり・
地域づくりを目指しています。

会長１名、副会長１名、監査：１名、幹事長：１名、幹事：１名 会員総数：９名

平成30年度実績
・羽生市立村君小学校総合学習　利根川川下りの企画運営（年１回）
・羽生市と連携した地域イベント「利根川実践川遊び」の企画実施（年２回）

利根川の魅力を育む会

2018

toneppachi2018@gmail.com 

〒349-1121　埼玉県久喜市伊坂685-26-4



様式Nu-4 【会員団体概要】

ＮＯ．

団体名

団体設立年月日

代表者氏名 石川　妙子 役職 会長

団体所在地

ＴＥＬ 088-821-4863 ＦＡＸ 088-821-4530

E-Mail

ホームページ

沿革・活動目的

組織（会員数等）

主な活動内容

今年度活動予定

仁淀川の清流再生を目指すための指針として策定した「仁淀川清流保全計画」（を、
流域住民、団体、事業者及び行政等が連携して、共通認識のもとで、計画を具体的
に推進していくために設置。

47名

仁淀川一斉清掃（2011年～）、仁淀川シンポジウム（2012年～2018年）、河口域ごみ
分析勉強会（2016年）、RACアシスタントリーダー講座（2017年）、RACリーダー講座
（2018年）、川という自然の理解講座（2018年）、川と人、社会、文化の関わり講座
（2018年）

RACアシスタントリーダー講座、RAC子どもの水辺安全講座、川と人、社会、文化の
関わり講座

仁淀川清流保全推進協議会

2010

〒780－0850　高知県高知市丸の内１-７ｰ52　高知県西庁舎５階　林業振興・環境
部環境共生課

030701@ken.pref.kochi.lg.jp 

無



様式Nu-4 【会員団体概要】
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団体名

団体設立年月日

代表者氏名 川嶋睦己 役職 事業部長

団体所在地

ＴＥＬ 0942-45-5042 ＦＡＸ 0942-45-5043

E-Mail

ホームページ

沿革・活動目的

組織（会員数等）

主な活動内容

今年度活動予定

水辺の自然観察会、リバースノーケリング体験、カヌー体験
ぼうさいクイズラリー
筑後川流域の小学生への環境・防災学習の支援（のべ２００団体）
地域住民への環境保全、防災減災意識の普及啓発活動（通年）
河川活動団体の活動支援 等

http://kurumeus.net/

筑後川流域における防災意識および河川環境保護意識の普及啓発を行う為に2003
年に開館した筑後川防災施設くるめウスの管理運営を行い、目的を達成するための
事業の企画実施および河川管理に寄与する諸団体の活動のサポートを行う。

スタッフ１０名、連携団体１０団体

過去５年
筑後川支流高良川での川遊び体験イベントの開催（のべ３０回）
筑後川支流高良川でのカヌー乗艇体験イベントの開催（のべ５回）
筑後川流域の小学生への環境・防災学習の支援（のべ２００団体）
地域住民への環境保全、防災減災意識の普及啓発活動（通年）
河川活動団体の活動支援

筑後川防災施設くるめウス　事業部

2011

kurumeus@theia.ocn.ne.jp

〒839-0865　福岡県久留米市新合川１丁目１－３



様式Nu-4 【会員団体概要】

ＮＯ．

団体名

団体設立年月日

代表者氏名 熊谷　久恵 役職

団体所在地

ＴＥＬ 0223-22-7800 ＦＡＸ 0223-24-7215

E-Mail

ホームページ

沿革・活動目的

組織（会員数等）

主な活動内容

今年度活動予定

気仙沼市立面瀬小学校

〒988-0133　宮城県気仙沼市松崎下赤田58番地
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