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連絡先
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分 類 イベント･行事 募集 契約･入札 会議･説明会 その他

（該当する分類を囲むこと。）

日 程 １２月 ３日 ～ １２月 ３日

発表項目

（行事名）

学習発表会（あさひかわ子どもの水辺協議会）

概 要

（趣旨・日時・

場所・内容等を

記入すること。）

１ 行事の目的

水辺体験活動を実施した複数の学校が一つの会場に集まり，子どもた

ちが学んだ事を発表しあうことで，旭川市の川への関心を高め，自然環境

や防災に関心を持つ機会を創出する事を目的としております。

２ 日時・会場

・日時 令和元年１２月３日（火）９：１５～１１：５０

・会場 旭川建設労働者福祉センター（サン・アザレア）３階ホール

３ 発表者 旭川市立富沢小学校５，６年生 １２名

旭川市立日章小学校５年生 ９名

旭川市立新町小学校５年生 １１名

北海道教育大附属旭川小４年生 ３６名

４ 内容・当日のタイムスケジュール

9：15～ 9：20 開会

9：20～11：40 ４校発表

11：40～11：47 あさひかわ子どもの水辺協議会委員から感想

11：47～ 閉会の挨拶，解散

添付資料
有 ・ 無 （過去の発表会の様子，2019 年度子どもの水辺体験活動）

（有・無のいずれかを囲むこと。）

※ 有の場合，資料の内容を記入すること。なお，別途冊子等の配付を希望

する場合は，その旨記入すること。

報道（取材）に当

たってのお願い

備 考



  過去の発表会の様子 



区　分 活　　動　　名 人数 場　　　　所 備　　　　考

4月 13日 サケの稚魚　放流 72名 常磐館・ 旭橋上流左岸 サケの稚魚放流 京極ふ化場より供与の稚魚400尾を放流 参加者内訳　子ども36名・大人36名

6月 29日
  川の指導者育成学習会
   “RACリーダー養成講座”

19名 ときわ市民ホール・石狩川 　 安全講習・川下り・基礎技術・環境ワークショップ他 初受講の14名がアシスタントリーダーを修了した。

30日 水辺体験講習会 15名 道北経済センター・石狩川 安全講習・川下り・表現ワークショップ等 主に幼稚園・NPO団体等から参加。　座学は「富良野自然塾」、実技は「どんころ野外学校」の講師で実施した。

7月 6日 親水体験イベント「川に学ぼう」 302名 旭橋下流左岸広場 安全講習・川下り・水質水生生物調査・植物観察等 　(大人133・子ども169名)　快晴だったため予想以上に参加者が集まった。　※昨年は100名

8月 16日 石ころアート 26名 カムイの杜・伊野川河川敷 河原の石にペインティング （大人7名・子ども19名） 台風接近のため室内での講習

区　分 学　校　名 児童数 場　　　　所 備　　　　考

5月 13日 　富沢小５・６年生 12名 オンネナイ川・伊野川 水質水生生物

31日   大町小５年生 9名 旭橋下流左岸広場ほか 水辺の野鳥観察

6月 10日 　永山南小3年生 88名 旭橋下流左岸広場　石狩川 水質水生生物 水辺の植物観察

11日 　附属旭川小4年生 72名 忠別ダム・永山新川管理センター 防災施設見学

13日 　附属旭川小4年生 72名 旭橋下流左岸広場　石狩川 水質水生生物 水辺の自然観察

14日 　新町小全校 113名 校内 防災講座

18日 　きくし幼稚園 45名 旭橋下流左岸広場　石狩川 水辺の生き物観察

20日 　永山東小３年生 13名 永山新川河川敷（学校近く） 水辺の植物観察

24日 　永山東小４年生 13名 永山新川（さらら近く） 水質水生生物

25日 　附属旭川小4年生 72名 校内 環境ワークショップ

7月 3日 　富沢小５・６年生 13名 オンネナイ川・伊野川 水質水生生物

3日 　富沢小１・２年生 9名 わくわくエッグ近くの伊野川 水質水生生物

4日   大町小５年生 8名 旭橋上流右岸広場　石狩川 水質水生生物

5日 　適応指導教室 5名 旭橋下流左岸広場　石狩川 水質水生生物

8日   大町小５年生 8名 校内 環境ワークショップ

9日 　富沢小５・６年生 13名 永山新川管理センターほか 防災施設見学

19日   新町小５年生 11名 旭橋下流左岸広場　石狩川 水質水生生物

19日 　旭川第一小1,3,5,6年生 7名 校内 水質水生生物 ペーパン川を予定していたが、急な雨のため校内で実施

8月 22日 　東町小４年生 31名 旭橋下流左岸　石狩川 水質水生生物

23日   新町小５年生 11名 校内 環境ワークショップ

29日   神楽岡小５年生 82名 平成大橋上流右岸　美瑛川 水質水生生物

29日 　附属旭川小4年生 36名 校内 環境ワークショップ

9月 9日 　日章小５年生 9名 旭橋下流左岸広場　石狩川 水質水生生物

10月 10日 　日章小５年生 9名 旭橋下流左岸広場 水辺の清掃活動 大雪環境騎馬隊との協働で清掃活動。

11日   大町小５年生 9名 旭橋上流右岸広場 水辺の清掃活動 　　　　　　　　　〃

11日 　適応指導教室 12名 旭橋下流右岸広場 水辺の清掃活動 　　　　　　　　　〃

12月 3日 　新町・日章・富沢・附属旭川 68名 ときわ市民ホール 学習発表会

3月 　日章小５年生 9名 旭橋上流左岸広場 サケの稚魚放流 予定

学校等の
授業

                               　　　   2019年度「あさひかわ子どもの水辺」体験活動

実施日 内　　　　　　容

学校の
授業以外

実施日 内　　　　　　容

サケの稚魚放流 川の指導者育成 石ころアート 川に学ぼう 水生生物調査


