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⽇本河川・流域再生ネットワーク http://www.a-rr.net/jp/

https://www.facebook.com/JapanRRN

「日本河川・流域再生ネットワーク（JRRN）」は、河川再生について共に考え、次の⾏動へ後押しする未来志向の情報を交換・共有することを通じ、各地域に
相応しい河川再生の技術や仕組みづくりの発展に寄与することを目的に活動する団体です。またアジア河川・流域再生ネットワーク(ARRN)の日本窓口として、
日本の優れた知⾒をアジアに向け発信し、海外の素晴らしい取組みを国内に還元する役割を担います。(Since 2006)
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JRRN事務局からのお知らせ
事務局からのお知らせ(1)
JRRN
Activity
Reports No.1
小さな自然再生普及プロジェクト－11 月開催「小さな自然再生」現地研修会（全３回）申込終了
10 月より参加者募集を開始しました「小さな自然再生」現

各現地研修会の講演内容やフィールド活動の様子は、開催

地研修会は、全て定員に達したため、参加申込受付を終了さ

報告書として後日公開致しますので、今回ご参加いただけなか

せて頂きました。

った方々は、開催報告書をご活用頂き、来年度以降の現地

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から各

研修会にご参加頂ければ幸いです。

研修会定員をこれまでの半数以下としたため、同組織からの
参加者人数を絞らせて頂いたり、定員超過後に申込みいただ

※過去の現地研修会開催報告書（第１回〜８回）

いた方々にはお断りするなど申し訳ありませんでした。

http://jp.a-rr.net/jp/activity/publication/category/jrrn-lecturereport

【第 9 回「小さな自然再生」現地研修会〜事前モニタリングで学ぶ⼟砂移動〜】
◆日時︓ 2020 年 11 月 13 日（⾦） ◆場所︓ 愛知県名古屋市・矢田川

◆参加予定人数︓ ４０名

◆主催︓ 愛知県建設局河川課、矢田・庄内川をきれいにする会、「小さな自然再生」研究会、JRRN
河川環境改善を目的とした工事が予定されている現場において、河道内地形
の事前モニタリングの評価ポイント、川の変化の履歴や洪⽔頻度、⼟砂移動等に
ついて座学と現地調査で学びます。

【第 10 回「小さな自然再生」現地研修会〜多自然をモニタリングする〜】
◆日時︓ 2020 年 11 月 24 日（火） ◆場所︓ 秋田県大仙市・⻫内川

◆参加予定人数︓ ４０名

◆主催︓ （公社）全国⼟木コンクリートブロック協会東北地区協議会秋田県支部、「小さな自然再生」研究会、JRRN
◆協⼒︓ 秋田県建設部河川砂防課、奥山ボーリング株式会社
2018 年 10 月に設置した 2 基のバーブ工周辺の河道内地形変化や生物生
息状況を座学と現地実習を通じて評価し、川づくりのモニタリングについて参加者と
ともに学びます。

【第 11 回「小さな自然再生」現地研修会〜森と川の繋がりを考える〜】
◆日時︓ 2020 年 11 月 28 日（⼟） ◆場所︓ 京都府南丹市美山町芦生・美山川

◆参加予定人数︓ 3０名

◆主催︓ NPO 法人芦生自然学校、「小さな自然再生」研究会、JRRN
◆協⼒︓ 美山漁業協同組合
魚類、またその餌となる⽔生昆虫を増やしていくことを目指し、森と川のつながり
について座学で学び、小魚や⽔生昆虫の餌場となる⽯積みによる「落ち葉だまりづ
くり」を参加者で実演します。

（JRRN 事務局・和田彰）
日本河川・流域再生ネットワーク(JRRN)

1

JRRN newsletter vol.161 (2020 年 11 月)

JRRN 会員寄稿
会員寄稿記事(5)

JRRN Member Contribution

水辺からのメッセージ No.138
岡村幸二（JRRN 会員）

三百年の松︓
大都市化にも生きながらえた浜離宮 江⼾・明治・昭和の⾜跡を残す

撮影︓2020 年 10 月（東京都中央区・東京都中央区）

◆徳川将軍家の御狩場として
四代将軍家綱の時代に 1 万 5000 坪の埋め⽴てを開始し、六代将軍家宣の時代に潮⼊り庭園の「浜御殿」と呼ばれ
ました。明治時代には皇室の離宮ととなり、1946 年から「浜離宮恩賜庭園」と呼ばれています。
◆300 年前の⼤改修時に植えられた松
江⼾（東京）湾沿いには、幕末には異国の船を⾒張る場所でもありました。いまも小⾼い築山が残されていて、風情あ
る松が海風を受けて揺れています。

連載『水辺からのメッセージ』のバックナンバーは JRRN ホームページ内の以下のページよりご覧いただけます︕
http://jp.a-rr.net/jp/news/member/category/mizube

日本河川・流域再生ネットワーク(JRRN)
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JRRN
年 10 月末まで提供分) Information from member
JRRN会員・ARRN
会員・ARRN関係者からのお知らせ
関係者からのお知らせ (2020
（2013 年 6 月末までの提供分）
【JRRN 会員からの提供情報】
久留⽶⼤学御井図書館 『古賀邦雄河川文庫』 において河川書の検索ができるようになりました（第⼀弾︓4000 冊）
JRRN 会員で、河川関連書籍の新刊情報を JRRN にご提供頂いている古賀河川図書館の古賀邦雄館⻑より、久留⽶大学御井図書館に
おける『古賀邦雄河川文庫』の検索サービス開始のご案内です。
古賀邦雄さんが河川書 1 万冊ほどを久留⽶大学御井図書館へ寄贈搬⼊し、2020 年 3 月 2 日に図書館内に『古賀邦雄河川文庫』が開
設されました。この度、第一弾として、寄贈書の内の約 4,000 冊が久留⽶大学御井図書館の検索システムより検索できるようになりましたので、
皆様にご案内します。

⇒ 久留⽶⼤学御井図書館ホームページ︓ http://www.mii.kurume-u.ac.jp/miilib/

残り 6,000 冊についても１年をかけて検索できるように取組み、「日本一の河川図書館を目指します︕」という⼒強いお⾔葉を頂きました。

以下の URL の「通常検索」の欄に検索キーワードを⼊⼒し
て検索マークをクリックしてください。
https://lib.kurume-u.ac.jp/opac/complexsearch
例）利根川(134 件)、筑後川(96 件)、工事誌（100 件)
⻑良川（２５件）、⽯狩川（１８件） etc.

【海外からの提供情報】
「RRC（英国河川再生センター）最新会報」紹介

【海外からの提供情報】
「ECRR（欧州河川再生センター）eNEWS 最新号」紹介

RRC（英国河川再生センター）

ECRR（欧州河川再生センター）

の最新会報（2020 年 10 月号）

の eNEWS 最新号（2020 年 10 月

が事務局より届きました。

号）が事務局より届きました。

本号では、2021 年の RRC 年次

本号では、ノルウェー環境庁主催「第

講演会の発表受付、河川再生技

11 回河川セミナー」や国連生態系再

術マニュアルのウェブサイト更新、また

生戦略の案内、出版案内として再生

2020 年の英国河川賞受賞者紹

事業の資⾦優先順位決定支援ツー

介、また英国における河川再生に関

ルや回遊性淡⽔魚の生息計画指数

わる⾏事やニュースが紹介されてい

について、欧州における河川再生に関

ます。

わる⾏事情報が紹介されています。

◆詳細は以下参照
http://jp.a-rr.net/jp/news/member/3746.html

日本河川・流域再生ネットワーク(JRRN)

◆詳細は以下参照
http://jp.a-rr.net/jp/news/member/3740.html
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会議・イベント案内
年 11 月以降)
Event Information
会議・イベント案内(2020
（2013 年 7 月以降）
（国内の河川・流域再生に関する主なイベント）
■巡回展『⾬展〜あらぶる⾬・めぐみの⾬〜』 in 虹の下水道館

■⼟木の⽇シンポジウム 2020

○日時︓2020 年 10 月 24 日（⼟）〜11 月 15 日（日）

○日時︓2020 年 11 月 21 日（⼟） 13:45〜16:30

○主催︓東京都 虹の下⽔道館

○主催︓⼟木広報センター 市⺠交流グループ

○場所︓ 東京都「虹の下⽔道館」（東京都江東区）

○場所︓ オンライン（YouTube ライブ配信）

http://jp.a-rr.net/jp/news/event/3138.html

http://jp.a-rr.net/jp/news/event/3140.html

■水を考えるつどい

■応用生態工学学会 第 2 回テキスト勉強会 札幌開催

○日時︓2020 年 11 月 7 日（⼟） 10:00〜 １時間程度

○日時︓2020 年 12 月 10 日（木） 13:00〜17:30

○主催︓⽔循環政策本部事務局、東京都、⽔の週間実⾏委員会

○主催︓応用生態工学会札幌

○場所︓ オンライン（YouTube 配信）

○場所︓ 札幌教育文化会館（札幌市中央区）/Zoom ウェビナー

http://jp.a-rr.net/jp/news/event/3136.html

http://jp.a-rr.net/jp/news/event/3142.html

■公共越境⼒養成塾（KAWAREL MIZBERING CAMPUS）

■いい川・いい川づくりワークショップ in 中部 2020 オンライン特

○日時︓2020 年 11 月 12 日（木）〜2021 年 2 月末

『持続可能な地域づくりにおける市⺠普請の可能性』

別企画『ゆく川 くる川 川談義』

○主催︓Mizbering

○日時︓2020 年 12 月 26 日（⼟）〜27 日（日）

○場所︓ オンライン、その他

○主催︓中部流域連携ネットワーク

http://jp.a-rr.net/jp/news/event/3131.html

○場所︓ オンライン（YouTube 配信）
http://jp.a-rr.net/jp/news/event/3134.html

（海外の河川・流域再生に関する主なイベント）
■23rd International Riversymposium
○日時︓2020 年 11 月 10 日(火)〜12 日(木)

○場所︓ オンライン開催

○主催︓International RiverFoundation

○URL: https://riversymposium.com/

■22nd RRC Annual Network Conference
○日時︓2021 年 10 月 21 日(木)〜22 日(⾦)

○場所︓ DoubleTree by Hilton Harrogate Majestic Hotel & Online

○主催︓The River Restoration Centre

○URL: https://www.therrc.co.uk/rrc-annual-conference-2021

冊子等の紹介

Publications

できることからはじめよう 水辺の小さな自然再生事例集 第 2 集
市⺠が河川や⽔路の管理者と連携して日曜大工的に取り組む「小さな自然再生」
の事例集の続編（第 2 集）の印刷製本版を普及中です。
本事例集は、⽔辺の小さな自然再生に取り組む全国の担い手の皆さまに、活動の経
緯や目的、実施体制、工法の説明や工夫した点、使用材料や工具、施工後の維持
管理や利活用の工夫、活動の効果やキーパーソンなどを執筆頂いたものです。
●編集︓ 「小さな自然再生」研究会
●企画・構成︓ 吉冨友恭 東京学芸大学環境教育センター
●デザイン︓ 本間由佳 明星大学 デザイン学部 デザイン学科
●発⾏︓ 日本河川・流域再生ネットワーク（JRRN）
●発⾏年月︓ 2020 年 3 月
送付申込受付中

→ http://jp.a-rr.net/jp/news/info/1149.html

本事例集の印刷製本版の送付をご希望の⽅は、送料（250 円）のみご負担頂いた
上で、2 冊を上限に無料でご提供致します。詳細は上記 URL をご覧ください。

上記冊子の⼊手方法

※PDF 版はこちらから︓ http://jp.a-rr.net/jp/activity/publication/

日本河川・流域再生ネットワーク(JRRN)
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JRRN
会員募集中
会員募集中

JRRN membership

■ 会員登録方法

■ JRRN の登録資格（団体・個人）

詳細はホームページをご覧下さい。

JRRN への登録は、団体・個人を問わず無料です。市⺠団体、⾏

http://www.a-rr.net/jp/member/registration.html

政機関、⺠間企業、研究者、個人等、所属団体や機関を問わず、
河川再生に携わる皆様のご参加を歓迎いたします。
■ 会員の特典
会員登録をされた方々へ様々な「会員特典」をご用意しています。
(1) 国内外の河川再生に関するニュースを集約した「JRRN ニュースメール」が
週 1 回メール配信されます。
(2) 国内外のセミナー、ワークショップ等の開催情報が⼊手できます。また
JRRN 主催⾏事に優先的に参加することが出来ます。
(3) 必要に応じた国内外の河川再生事例等の情報収集の支援を受けられ
ます。
(4) JRRN を通じて、河川再生に関する技術情報やイベント開催案内等を
国内外に発信できます。

2020 年 10 月 31 日時点の個人会員の所属構成

(5) 韓国、中国をはじめとする、ARRN 加盟国内の河川再生関連ネットワー

（個人会員数︓812 名、団体会員数︓60 団体）

クと人的交流の橋渡しの支援を受けられます。

※10 月の新規⼊会数︓ 個人会員 2, 団体会員 0

JRRN 会員特典一覧表（団体会員・個人会員）

会員特典詳細はウェブサイト参照︓ http://www.a-rr.net/jp/member/benefit.html

【お気軽にお問い合わせください】
⽇本河川・流域再生ネットワーク(JRRN)

事務局

〒104-0033 東京都中央区新川 1 丁目 17 番 24 号 NMF 茅場町ビル 7 階 （公財）リバーフロント研究所 内
Tel:03-6228-3865

Fax:03-3523-0640

URL: http://www.a-rr.net/jp/

日本河川・流域再生ネットワーク(JRRN)

E-mail: info@a-rr.net

Facebook:

https://www.facebook.com/JapanRRN
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