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川西里山・水辺をつなぐ会規約 

 

（名称） 

第1条 本会は川西里山・水辺をつなぐ会と称する。 

（目的） 

第2条 本会は、川西地区における里山や水辺の自然を守り、かけがえのない自然を未来

の子どもたちに誇りをもって引き継ぎ、活動を通じて地域の交流を深め、地域づくり

に寄与することを目的とする。 

（活動） 

第3条 本会は川西地区の里山や水辺を守る関係団体が情報交換・情報発信を行いながら、

ゆるやかに連携して目的達成のための事業を行う。 

（構成員） 

第4条 本会は第２条の目的に賛同する川西地区の団体・個人をもって組織する。 

（役員） 

第5条 本会に次の役員をおく。役員の任期は１年とし再任を妨げない。 

会長 1名 副会長 2名（1名は会計を兼務する。） また、原則として団体ごとに 1名

の協議員をおく。 

（役員の職務） 

第6条 会長は本会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき

はその職務を代行する。会計は経理を担当する。 

（会議） 

第7条 会議は代表者会と役員会とする。代表者会は原則として年 1回開催する。必要と定

めた時、会長は会議を招集し、その議長となる。 

（会計） 

第8条 第 3条に基づく事業にかかる経費は会費、分担金、補助金等により賄う。 

（事務局） 

第9条 本会は事務局を上田市川西公民館に置く。 

(補則) 

第10条 この規約に定めるもののほか、必要な事項については役員会に諮り定めるものと

する。 

 

附則  この規約は平成２２年４月２１日より施行する。 
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川西里山・水辺をつなぐ会加入団体   

団体名 活動地区 人数 

室賀川に水辺を甦らせる会 下室賀 150 

岡の里山を守る会 岡 163 

町小泉アヤメを育む会 小泉 70 

愛宕山ふれあい遊歩道整備事業実行委員会 仁古田 32 

阿鳥川コスモスの会 浦野 21 

浦里とんぼの会 浦野 47 

NPO法人うるわしの里 浦野 180 

浦野の歴史散策道と健康ウォーキングロード作り 浦野 30 

ふれあい森のまつり実行委員会 上室賀 15 

百花の会 越戸 17 

計   725 

 

講演会内容 
  

日  程 演   題 講  師 参加者 

平成２３年 

３月１２日 
「環境・教育・連携 心豊かな地域づくり」 

清水卓爾さん 

（環境ジャーナリスト） 

60名 

「里山・水辺の自然と共生した地域づくり

のために・・・ 

地球環境学ネットワークの取り組みと全

国の事例から」 

佐藤 哲さん 

（長野大学環境ツーリ

ズム学部教授） 

平成２４年 

５月２７日 
「誇りと希望のもてるふるさとづくり」 

小木曾亮一さん   

（前根羽村村長） 

62名 
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会議概要 

 

月 日 会 議 内 容 備 考 

平成 22年 4月 21日 規約の決定 情報交換  

平成 22年 9月 6日 今後の活動について 情報交換  

平成 23年 1月 20日 講演会の日程、内容について 情報交換  

平成 23年 3月 12日 講演会準備  

平成 23年４月 21日 代表者会（平成 22年度事業報告 平成 23年度事業

計画 役員改選について） 

 

平成 23年８月２5日 里山講座への参加  

平成 23年 9月 1日 地域での活動について 農山村交流事業及びホッ

トステイ 情報交換 

 

平成 23年 9月 11日 千曲川流域学会との交流会  

平成 23年 12月１日 里山講座への参加  

平成 24年 1月 16日 川西里山･水辺マップ作りについて  

平成 24年１月 30日 今後の里山講座内容への意見聴取  

平成 24年２月 24日 里山マップ作成について 講演会の開催について 

情報交換 

 

平成 24年 3月 13日 川西里山･水辺マップ作りについて  

平成 24年 3月 14日 地域協議会委員の選出について 講演会について 

情報交換 

 

平成 24年 4月 19日 代表者会 （平成 23年事業報告 平成 24年度事業

計画 役員改選について） 

 

平成 24年 5月 7日 川西里山･水辺マップ作りについて  

平成 24年 5月 27日 講演会準備  

平成 24年 6月 13日 川西里山･水辺マップ作りについて  

平成 24年 9月 11日 川西里山･水辺マップ作りについて  

平成 24年 10月 23日 川西里山･水辺マップ作りについて  

平成 24年 11月 28日 川西里山･水辺マップの内容確認 情報交換  

平成 24年 12月 19日 川西里山･水辺マップ作りについて  

平成 25年 2月 20日 わがまち魅力アップ事業について 今後の活動に

ついて 情報交換 

 

平成 25年 3月 12日 わがまち魅力アップ事業申請内容について   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仁古田自治会の３年計画で進めてきた遊歩道整備事業も３年目の最終

年度となり、記念となるイベントということで、マイツリー植樹会と親

睦会を４月２２日に開催しました。子どもたち約３０名含む総勢約 100

名の皆さんに参加していただきました。また、より歩きやすく登りやす

い遊歩道にすることを目標に、住民ボランティアの皆さんによって、２

月にチップ敷き、５・６・７月の第３日曜日に頂上付近の急な坂道に丸

太を使って階段を設置し、上道の建設作業等を実施しました。 

お花畑の整備も行い、ヒマワリ・コスモス・百日草等の花を咲かせることができました。今後も維持管理に

努め、より多くの方々に利用していただけるよう活動していきます。 

 愛宕山ふれあい遊歩道整備実行委員会 

 

 

今年は例年にない猛暑で心配したコスモスも、９月に美しい花の街道

になりました。浦里小学校の火災で気持ちが迷っていた折、小学校の先

生から子どもたちが「案山子」を作りたいと言われ、挑戦し飾りました。

大勢の皆さんが見にきてくれました。２０周年記念のお祝いにと子ども

たちから元気をもらいました。「案山子コンクール」に入選したと聞き、

悲しい出来事の後の喜びとなりました。地域の皆さんの支えに感謝して

おります。 

阿鳥川コスモスの会 

 

 

「阿鳥川ホタルまつり」を６月２４日に行いました。天候に恵まれ、

老若男女 150人超の参加者がありました。東山道海野宿勇太鼓の勇壮な

演奏でオープニングし、子どもたちによるキャンドルの点灯、遊歩道一周

のホタルの観賞と生息数調べをし、120匹以上のホタルを確認しました。

幼児を連れた若い母親は、「映像でしか知らなかったホタルを実際に見れ

た。」と感動して話してくれました。生き物が住みやすい環境を整えるこ 

とにより、必ず昔のようなホタルが舞い、トンボが飛び交う故郷になることを信じ、会員一同頑張っています。 

 浦里とんぼの会 

 

今年は５月の植樹会に紅葉・５種の桜の合計約６０本を植えました。

昨年植えた桜は殆ど根がつかず、場所が悪いのか、時期が悪いのか、苗

木が悪いのか、来年は何かを変えて行う必要があると思います。天神山

の尾根の紅葉も鹿の食害により木の上部がありません。対策に頭を痛め

ております。 

９月中旬に予定していた遊歩道崩落箇所の修理は、浦里小学校火災の

ため１０月に延期になりましたが、大型重機を投入して約 120メートル

の土留めが完成して遊歩道の確保ができました。 

 浦野の歴史散策道と健康ウォーキングロードづくり実行委員会 

 

 

収穫祭を１１月２３日に行い、あいにくの天気により会場を金剛坊展

望台から浦里児童クラブに変更し、狭い会場に 130人と大勢の参加でし

たが何とか楽しく実施され、すいとん、メダカの棲む田んぼ 

ビオトープ産のおにぎり、リンゴを食べながら語り合いまし

た。昆虫のお花畑では、特にオカトラノオやオミナエシにい

ろいろな蝶が蜜を吸いに来ています。 

NPO 法人 うるわしの里 

 

 

子どもたちをはじめ大勢の皆さんの参加で、第９回初夏のふれあいフェスティバル

が出来ました。特に“魚つかみ”では、イワナを追う子どもたちの目は、我々少年の

頃のあの輝きでした。子どもたちに夢をとの思いで計画した 

「アサギマダラの羽に字を書いて飛ばす」ことは、今年の異

常気象でアサギマダラが数頭しかやって来ず、出来ませんで

した。来年こそ、この思いが実現出来るように、準備を進め

ていきたいと考えています。 

 岡の里山を守る会 

 

 

８月の「水辺公園夏祭り」が 200人の参加者でにぎわった後の８月末、

今度は千葉市からの子どもたちで水辺公園は大賑わい。その後、沢山の

礼状が届きました。「ペットボトルでイカダを作ってくれたり、それで 

遊んだのが楽しかったです。特に、釣りでジンケン

の大きなのが釣れて、良かったです。」「僕は川に入

ったのが初めてだったのでとてもうれしかったで

す。イカダは沈んだり楽しかった。」など。水辺の会

員も沢山の元気をもらいました。 

 室賀川に水辺を甦らせる会 ～ 水辺公園の水遊び ～ 

 

 

今年も良いお花見が出来る様に年間事業計画に基づいて、春先から株

分け･施肥・土入れ・草刈等会員一同心を合わせ、手入れをしてきました。

お陰様で５月のアヤメ祭りには、良い花が咲き、区内外から大勢の方々

に見に来ていただき、喜んでもらいました。来年度は株分けを重点に行

い、より良い花が見られる様に頑張る所存であります。 

会員の皆様、御苦労様でした。来年もお花見に来てください。 

 町小泉アヤメを育む会 

 

 

森林の良さを生かした交流活動をしていきたいと考え、５月１３日「ふ

れあい森のまつり」春の部を開催しました。天候にも恵まれ大勢の区民

の参加を得て、わらび、たらの芽などを採りました。会場では、役員に

よる山菜のてんぷら、トン汁、軽食のサービス等があり区民の皆様に喜

んでいただきました。 

秋の部は、１０月２８日に信州上小森林組合から２名の講師をお願い 

して、森林整備における安全作業講習会を開催しました。今回は安全な間伐作業についての講習でした。 

ふれあい森のまつり実行委員会 

 

 

農家の高齢化が進み、作付けが難しくなった農地を活用して、７月に

「ソバ」の播種をし、天候に恵まれた今年は大変豊作で１１月１８日に

会員とその家族で「新そば祭り」を行い、親睦を深めました。 

また、「ワナ猟」では、春と秋で２８頭のシカ・イノシシ・ハクビシン

等を捕獲し、農作物への被害防止に貢献できまし

た。今後は捕獲物の肉の有効利用など課題があり

ます。荒れた森林の整備を兼ねて、雑木を伐採し

薪や木炭作りを今年も１１月に始めました。 

 百 花 の 会 

～～～ 川西地区における里山や水辺の自然を守り、かけがえのない自然を未来の子どもたちに引き継ぎ、地域の交流を深め地域づくりに寄与することを目的に、現在１０団体がゆるやかに連携し活動しています。 ～～～ 

平成 24年の活動報告編 


