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＊個人情報を含むため、実施者の連絡先は掲載していません。事業内容についてのお問い合わせや実施者への連絡を希望される方は再生普及行動計画オフィス（連絡先裏面）までご連絡ください。

釧路湿原や町内会周辺の四季折々の身近な写
真と「ワンダグリンダ☆ニュース」を回覧し情
報発信しました。（かつてはこの地が釧路湿原
であったことを思い起こしました）

毎月1回。所属世帯250戸

［HP］http://www.kushiro-bunka.or.jp/manabo/

［HP］http://tsurui-kanko.com/

愛国幸恵町内会

アトリエ「アリス」

イオン釧路店チアーズクラブ

イオン釧路昭和店チアーズクラブ

釧路湿原国立公園及びタンチョウ関連施設や
全国車いすマラソン大会など、イベント開催
時に「はばたく鶴」を作成し提供した他、折り
方教室を実施致しました。

地域環境の中で植物観察（フィールドワーク）
を行い生息する植物絵画作品として仕上げて
います。また、出来上がった作品を公募展に出
品しています。

北海道東部の鶴居村は、釧路湿原に囲まれた小さ
な村。タンチョウ観察にカヌーやサイクリング、
おいしいチーズやワイン、動物たちとの触れ合い
など、たっぷり楽しんでいただきたいから、鶴居
村は、暮らすような旅「農泊」をここに宣言しま
す。農泊は、長期滞在型の新しい旅のかたち。暮ら
しや仕事、自らのライフスタ
イルを自由に選べる時代だ
からこそ、「農村で暮らす」リ
アルを体感できる旅が注目
されています。移住者との交
流や農家との触れ合いが、こ
こならではの素敵な価値観
を教えてくれるはずです。

伊勢志郎

団体・個人の取組み

幼児から高齢者まで幅広い年齢層の方々へ学
習機会を提供するため、「まなぼっと市民学園
講座」を開設しています。その中で地域環境の
学習として「釧路湿原」をテーマにした講座を
開催しております。

 釧路市生涯学習センター一般財団法人釧路
市民文化振興財団

▶6/29　●いきいき女性講座 第5回目「キラコタン岬とコッ
タロ湿原展望台から釧路湿原を眺めよう」　（参加：26名）
▶7/11　●湿原ホタル講座～釧路湿原の夜の隠れた風物詩を
探ろう～　（参加：23名）
▶7/14　●釧路学教養講座 第5回目「キラコタン岬を訪ねて
～釧路湿原の眺望」　（参加：31名）
▶8/23　●シニア講座 第8回目「釧路湿原～絶滅危惧種と湿
原の草花～」 （参加：28名）
▶9/15　●まなぼっとわくわく体験隊 第8回目「森林とあそ
ぼう2018」　（参加：18名）
▶11/14　●ふるさと講座 第4回目「釧路湿原の自然再生の現
状」　（参加：47名※釧路学教養講座と合同）

▶4/22　●開始式（参加：13名）
▶5/27　●遊学館で学ぼう（参加：7名）
▶6/23　●東興電気興業見学（参加：7名）
▶7/26　●広域連合清掃工業見学（参加：6名）
▶8/26　●24時間チャリティーバザー活動（参加：8名）
▶10月～1月　●壁新聞作成（参加：平均7名）
▶2/9　●地区大会（参加：5名）
▶3/23　●全道大会（参加：5名）

▶4/21　●開始式
▶5/26　●遊学館見学
▶7/26　●釧路市中央図書館見学
▶10～1月　●壁新聞作成
▶2月　●壁新聞発表会

▶通年　●「鶴居村湿原流域ガイドマップ」の販売
６月　●春～夏　タンチョウに出会えるツアー
7月　●つるい納涼まつり
8月　●鶴居村仮装盆踊り花火大会
9月　●鶴居村ふるさとまつり

▶6/30　●くしろエコ・フェア2018「はばたく折鶴教室」の実施

［HP］http://www.fm946.com/

釧路専門学校環境教育研究センターの大西英
一センター長をお迎えし、毎週金曜日11：10～
釧路湿原の自然・動物・植物・歴史など四季折々、
さまざまな話題を放送しています。ポッドキャ
ストでも音声を配信していますので、リアルタ
イムで聴けない方や、遠方にお住いの方にも情
報を聴いていただいています。

FMくしろ
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約60の団体や個人の方が、毎年応援団として活動しています。
2018年は2団体が応援団として新たに加わっていただきました！

ワンダグリンダプロジェクトは、釧路湿原を楽しみ、学び、守り、将来に引き継いでいくための
様々な活動を「応援団」としてとりまとめ、釧路湿原に関わる参加の輪を広げていくための取り
組みで、環境省釧路自然環境事務所が事務局（※）となって進めています。
この報告書は2018年に行われた取り組みをまとめたものです。湿原に関
わる様々な活動が行われていることを多くの皆さんに知ってもらい、釧路
湿原と皆さんとの距離が近づくきっかけになればと願っています。

美しい村・鶴居村観光協会NPO法人

現在18名（小４～中３）在籍し、毎回約10名前
後で活動しています。4月は開始式。5～7月は、
課外活動。8月は24時間チャリティーバザー活
動。9～1月で壁新聞作成。2～3月は発表大会と
いう流れで動いています。2年連続北海道大会
進出しており、初の全国大会（沖縄）を目指して

私たち、イオン釧路店チアーズクラブは「エネ
ルギー」というテーマのもと、見学学習をして
きました。2月に行われる壁新聞発表会に向け
て見学学習の復習や記事にまとめた事を子供
たちと話し合い知識を深めてきました。

（株）

頑張っています。小1から中3までなら誰でも参
加できます見学だけでも受け付けていますの
で、イオン釧路昭和店までご連絡ください！

関
路
関
路

※釧路湿原自然再生協議会再生普及行動計画オフィスとしてこの取り組みを進めています。

2019年に行われる取り組みは、
メールニュースなどでご案内し
ています。関心がある活動にぜ
ひ参加してみませんか？ 応援団
としての参加も募集していま
す！（詳しくは裏表紙をご覧く
ださい）



地域の自然や、充実した施設・官民をつなぐ
ネットワークを活用し、海外途上国を対象とし
た国内研修、国際会議、国際交流等を通じた国
際協力をしています。また、地域住民には湿地

［HP］http://kankyocon.co.jp

釧路国際ウェットランドセンター

［HP］https://www.kiwc.net/    
［HP］https://www.facebook.com/kushiroKIWC/

▶9/22　●カヌーDE清掃IN達古武湖　（参加：11名）

▶6/23　●みんなで調べる復元河川の環境・2018夏　（参加：18名）
▶9/22　●みんなで調べる復元河川の環境・2018秋　（参加：40名）
▶7/10～8/8　●JICA課題別研修「自然環境行政官向けのエコ
ツーリズム」　（参加：6名）
▶10/23～11/8　●JICA青年研修「地域における観光振興コース」 （参加：11名）
▶2/2　●世界湿地の日記念「冬のエコツアー」　（参加：23名）
▶2/2　●世界湿地の日記念「世界の湿地と国際協力」　（参加：15名）

町内版広報「きりたっぷしつげん」（月1回発
行）・きりたっぷ湿原ナショナルトラストファ
ンクラブ通信「きりたっぷ湿原」（年1回発行）
※町外の方や会員ではない方も、霧多布湿原
センターで各広報紙を受け取れます。

毎月発行されるワンダグリンダニュースを、
霧多布湿原センターに掲示しています。また
当団体もイベントの紹介を、ワンダグリンダ
ニュースにてお願いしています。2018年度は
ワンダグリンダニュースがきっかけとなり、
当団体のゴールデンウィークのイベントで
は、釧路の辻野正氏に「湿原クラフト」体験・販
売して頂きました。

普段の生活ではなかなか目にする機会がな
い。でも、実はとても身近に生息している。そ
んな生き物、サンショウウオとコウモリを対
象に夜間の観察会を実施しました。サンショ
ウウオの観察会では繁殖活動をする姿や青白
く輝く卵嚢、コウモリの観察会では繁殖コロ
ニーを形成するニホンウサギコウモリたちや

霧多布湿原ナショナルトラスト

▶5/5　●ゴールデンウィークイベント「はまなか春の芸術祭」で「湿
原クラフト」の辻野正氏が参加  （イベント中の入館者数：約200名）
通年　●霧多布湿原センターにて、ワンダグリンダニュース
を掲示しています。

NPO法人

環境把握推進ネットワーク～PEGNPO法人

温根内ビジターセンターの方にザリガニの見
分け方や外来種についてレクチャーを頂いて
から温根内川でウチダザリガニ防除活動を実
施しました。

釧路子ども劇場

「第6回チャリティー釧路湿原フェスティバ
ル」に出演し、釧路湿原のPRと募金活動を行い
釧路湿原自然再生協議会に寄付しました。

喜多島麻鈴

［HP］https://www.hkd.mlit.go.jp/ks/tisui/
qgmend0000006l8p.html

細岡展望台で釧路湿原の特徴や釧路湿原自然
再生事業などについて、ボランティアで解説
活動を行っています。平成16年度から活動し
ており、平成30年度は14名の方が登録してい
ます。釧路湿原の魅力を伝えるボランティア
活動で、特に資格は必要ありません。年間を通
じて解説員を募集しておりますので、ご興味
のある方はご連絡をお願いいたします。

釧路湿原外輪丘陵地の名所や展望地を一日で
廻る壮大なスケールのツーリングを開催。走行
時間はAM5:00～PM6:00の13時間で、1名が一
周110キロを完走しました。気温11～20℃。好
天に恵まれて、タイヤから伝わる自然を肌で感
じ、生き生きとした自然の安らぎと大切さを体
感しました。ゴールした時の達成感と満足感は
何事にも変えがたいものがあります。

くしろ自然再生解説員

▶5月～9月 ●釧路湿原の特徴や釧路湿原自然再生事業の取
り組みについて、国内外の観光客の方々に発信することで、釧
路湿原自然再生の普及啓発を行いました。　（聴聞：349名）

釧路湿原ＭＴＢクラブ

［HP］http://kushiromasa.sakura.ne.jp/

▶2/11　●塘路エリア　スノーシュー・コラボツーリング　（参加：3名）
▶5/13　●ゴミ拾いイベント参加協力：クリーンツーリング　（参加：2名）
▶5/27　●第24回「釧路湿原一周110キロ」　（参加：2名）
▶8/26　●釧路名所めぐり・シティライド　（参加：4名）

▶4/19～20、22　●夜の観察会‐キタサンショウウオのひみつを
探れ（参加者：44名）
▶7/7　●夜のコウモリ観察会‐コウモリって知ってる？（参加者：11名）

▶7/21　●ウチダザリガニ防除活動　（参加：24名）
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［HP］http://www.kiritappu.or.jp/

［HP］http://npo-peg.raindrop.jp/

釧路湿原野生生物保護センター、イトーヨー
カドー武蔵小杉駅前店、大船店、藤沢店などに
随時掲示させていただいております。

環境コンサルタント株式会社

市民参加イベントで、カヌーで達古武湖のご
み拾いを行いました。ワンダグリンダ・プロ
ジェクトの取組や釧路湿原の動植物の解説の
他、清掃後には達古武湖に繁茂するヒシの実
を使った「ヒシ入りいもだんご」「ヒシ入りパ
ン」を調理し試食しました。意外と美味しいヒ
シの実に毎回、参加者も驚いてくれます。参加
された方は自然再生や釧路湿原に関心がある
方が多く、今後も活動を続けていきます。

釧路湿原やその周辺に生息する動植物や風景
をポスターやカレンダーで掲示しています。
見ていないただいたことで、興味を持ってい
ただき湿原の持つ課題や保全を考えるきっか
けになって頂けることを目的としています。

川口秀人

湿原を散策し、放置された釣糸の回収や清掃
活動を行いました。その他気づいた事を再生
普及行動計画オフィスへ報告しました。

大八木英雄

カヌーの楽しさを知っていただく事で自然の素
晴らしさや釧路湿原の大切さを伝えています。

カヌープロ

「湿原まんじゅう」
の販売を通じてタ
ンチョウや湿原に
ついて伝えました。

お菓子司　二幸

暗闇の中、音もなく飛び回る様子などの観察
といった、日常ではなかなかできない体験を
通して、釧路湿原の生物多様性について見つ
め直す機会になったのではと考えています。

の保全と賢明な利用への普及啓発・調査研究活
動に力を入れており、地域の専門家と連携して
調査研究、講演会、環境教育、エコツアー等を実
施。事務局は釧路市役所内にあり、関係自治体
や省庁、教育機関などで構成されています。



［HP］http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

［HP］http://kushirolibrary.jp/

［HP］https://www.facebook.com/kushiro.vr

▶4/21　●釧路湿原こどもレンジャー第1回「キタサンショウ
ウオ観察会」 ）名11ーャジンレ：加参（ 
▶8/25　●釧路湿原こどもレンジャー第2回「春採湖のウチダ
ザリガニ2018」　悪天候により中止
▶2/16　●釧路湿原こどもレンジャー第3回「冬の釧路湿原～ス
ノーシューでアニマルトラッキング～」（参加：レンジャー6名）
▶7/7　●釧路湿原国立公園クリーンデー
　（細岡ビジターズ・ラウンジ及び展望台周辺、参加：70名）

平成30年度自然ふれあい活動　31回開催、参加者合計542人

▶6～9月・計６回　●スポットガイド/ガイドウォーク　（一
般参加者：スポットガイド135名、ガイドウォーク26組68名）
温根内木道の来訪者に、旬の草花や湿原のおもしろさを解説
しました。観光客からは「この日に来て良かった」、地元民から
は「いつも通り過ごしていた足下の花に、こんなおもしろい生
態があったなんて」など、たくさんの嬉しい感想をいただきま
した。
▶6月～10月・計9回　●特定外来生物・ウチダザリガニの防除

（一般参加者：12組38名）
温根内川、大島川、赤沼で捕獲を行い、合計で735尾捕獲しまし
た。温根内周辺においてニホンザリガニの生息状況調査も行
いました。7月の「ウチダザリガニ捕獲＆試食体験」は、満員御
礼で開催し、地元の方たちに外来生物の問題を伝えました。
▶4月～12月・計8回　●国立公園の清掃（クリーンウォーク）

（参加者：241名）
釧路湿原にかかる4市町村において清掃活動を行いました。私
たちボランティア・レンジャーだけでなく、地元のリコージャ
パンさんやよつ葉乳業さんもCSRで加わってくださり、活動
の輪が広がってきています。自然公園クリーンデーにも協力
しました。
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車いすマラソン大会も33回目を迎え、道内外
の車イスマラソンランナーと健常者の参加を
得て開催されました。本大会の理念は「障がい
者スポーツを通じたノーマライゼーションの
広がり、浸透」です。個人や団体のボランティ
アの皆さんの協力をいただき、広がりは着実
に浸透されていると感じています。

67名の国立公園ボランティア・レンジャーが
力を合わせ、国立公園での自然ガイド、美化清
掃、外来生物の防除など年間146回もの活動を
行いました。環境省やビジターセンターとも
連携を密にして、地元小中学校の湿原学習サ
ポート、国立公園パトロール、動植物の調査に
も協力しました。

釧路湿原国立公園連絡協議会は、環境省釧路
自然環境事務所、北海道釧路総合振興局、釧路

ボランティアレンジャーの会

▶7/14　●釧路湿原全国車いすマラソン大会　競技説明会・
開会式・前夜祭
　（会場：釧路プリンスホテル、参加：選手等約80名・来賓関係
者約40名　約120名）
▶7/15　●釧路湿原全国車いすマラソン大会・競技・閉会式

（会場：釧路市民陸上競技場、参加：選手84名・来賓関係者約100
名・ボランティア約1,000名・係員約100名・合計約1,300名）

マラソン当日は非常に暑く、例年よりも厳し
いコンディションの中開催となりました。釧
路湿原内のコース（30km種目）に参加された
方には釧路湿原の自然を十分満喫、関心を高
めていただきました。また、参加者アンケート
の中にも釧路湿原の素晴らしさに感動された
参加者からの声や、また来年も参加したいと
の声もありました。

釧路湿原マラソン実行委員会

釧路湿原全国車いすマラソン大会 実行委員会

▶7/14　●釧路湿原全国車いすマラソン大会　競技説明会・
開会式・前夜祭　（会場：釧路プリンスホテル、参加：選手等約
80名・来賓関係者約40名　約120名）
▶7/15　●釧路湿原全国車いすマラソン大会・競技・閉会式

（会場：釧路市民陸上競技場、参加：選手84名・来賓関係者約100
名・ボランティア約1,000名・係員約100名・合計約1,300名）

釧路湿原に関わる調査を行い、企画展示や観
察会、講演会などで湿原の魅力を伝えていま
す。釧路市立博物館は、1936年に設立しまし
た。常設展示室では、湿原の生き物はもちろ
ん、釧路の豊かな海と大地、それに育まれた歴
史と文化も紹介しています。

釧路市博物館

2018年2月に幣舞町から北大通に移転し新館
がオープンしました。７階フロアには上映会
や催し物を行う多目的ホールや展示スペース
があり、釧路湿原自然再生の取り組みや湿原
で暮らす生き物たちを紹介するパネルと湿原
クラフトの展示を行いました。また、夏休みに
実施した「自由研究屋台村」では環境省釧路湿
原再生プロジェクト内「自然再生を知ろう！」
のサイトを閲覧できるようにしました。

釧路市中央図書館

▶7/17～7/26　●パネル展示「知ろう！学ぼう！釧路湿原再生事業」
▶7/22　●自由研究屋台村（屋台村参加：157名　※ブースの
参加数不明）

▶6/6～7/8　● ）名8772：加参（」展トスライウョチンタ「展回巡
▶10/6～11/4　●写真パネル展「シマエナガさんの12か月」

（参加：2775名）
▶6/23　● ）名96：加参（」ゲスの道海北と力魅の物植属ゲス「会演講
▶10/14　●講演会「小鳥界のアイドル！雪の妖精「シマエナ

）名75：加参（」りぶしら暮の」んさガ

釧路湿原
国立公園

釧路湿原国立公園連絡協議会

市、釧路町、標茶町、鶴居村で構成されており、
関係機関との情報交換・連絡調整や国立公園
における自然観察などの利用の促進のほか、
こどもレンジャー活動や自然ふれあい行事の
開催など、湿原に親しむさまざまな活動を
行っています。また、自然情報誌の無料配布、
ガイドブックの販売、ホームページを通じて
釧路湿原の見所や周辺施設の紹介など、釧路
湿原に関する情報提供を行っています。

［HP］https://www.hkd.mlit.go.jp/ks/tisui/
qgmend0000003nus.html

釧路湿原川レンジャー

釧路湿原や釧路川の日常生活で気づいたことを
報告する観察活動や、釧路湿原、河川環境などの
理解をより深めるための学習会を行うボラン
ティア活動です。平成30年度は117名の方が登録
されました。川レンジャーにご登録いただいた
方 には、学習会やイベント情報のお知らせ、
ニュースレターを定期でお送りしています。



釧路湿原の四季の移ろい、ここにしかない魅
力、現状、重要性を日本や諸外国から訪れた
方々に発信します。

釧路・北海道地域に生息する植物を観察し描
いています。

▶6/9　●トヨタソーシャルフェスをカヌーネットワーク主
催で開催　（参加：約200名）

「クリーンHOKKAIDOプロジェクト生態系の宝庫、美しい釧路
湿原を守ろう！」　釧路湿原での清掃活動と釧路川水域での
カヌー体験により、日本最大の湿原面積を誇る釧路湿原の雄

［HP］http://www.946river.com/

釧路マーシュ＆リバー

釧路ボタニカルアートの会

外来種オオアワダチソウの駆除活動を実施し
ました。活動が少人数であれ、「できる人がで
きるだけの活動」をモットーに毎年続けて効
果を見極めたいです。
▶秋　●オオアワダチソウ駆除活動　（参加：3名）

釧路湿原やちの会

「北海道東部の各文化の生業が自然環境に与
えた影響」に関するレポート投稿中。

▶6月中旬～10月中旬　● 道東（釧路・根室・網走）各地の現地
調査を継続実施

小荷田行男

ワンダグリンダメールニュースの挿絵や、報
告書、ポスターなどのイラストを描いていま
す。ワンダグリンダの取組みや釧路湿原につ
いて、少しでも多くの皆様に知ってもらい親
しんでもらうためのお手伝いとして、これか
らも取り組みたいです。

木幡　弥乃莉

１．特定外来生物ウチダザリガニ調査捕獲防除
２．釧路湿原のマルハナバチ観察調査  ～特定外
来生物セイヨウオオマルハナバチ捕獲駆除 ～

▶6/24　●釧路湿原の特定外来種ウチダザリガニ捕獲防除調
査　（参加：11名、実績：290尾）
▶7/29　（参加：13人、実績：138尾）
▶9/23　（参加： 6人、実績：307尾）
環境省釧路自然保護官事務所、釧路湿原国立公園ボランティ
ア・レンジャーの会との協働活動で、５月から９月まで月１回
実施しました。８月の調査捕獲防除は、台風接近による荒天の
ため中止。捕獲したザリガニは捕獲地点別に雌雄の別、体長、
重さ、頭甲胸長などを計測記録し、釧路湿原の生態系保全につ
なげるためデータを取りました。９月に実施した調査捕獲防
除で、赤沼から体色異変の青色個体が捕獲されました。釧路湿
原からウチダに関する体色異変の記録報告はありません。今
年度、特定外来生物ウチダザリガニの捕獲数は735尾(雄：368/
雌：367)。
▶6/24　●釧路湿原の特定外来種セオヨウオオマルハナバチ
調査防除　（参加：4人、実績：0頭）
▶7/29　　（参加： 8人、実績：5頭）
▶9/23　　（参加：5人、実績：3頭）
釧路湿原の在来マルハナバチ(膜翅目)や貴重な湿原植物を保
全するため、釧路湿原温根内地区の新釧路川右岸堤防で、セイ
ヨウオオマルハナバチの侵入有無と湿原植物への影響や在来
マルハナバチ類(膜翅目)の生息を観察調査しました。平成
2006年度から「セオヨウオオマルハナバチの防除従事者」の
交付を北海道知事から受け、セオヨウオオマルハナバチの捕
獲駆除を実施。今年度、特定外来種セイヨウオオマルハナバチ
捕獲数は８頭(働き)でした。在来マルハナバチ(膜翅目)や特定
外来種セイヨウオオマルハナバチ、多くは湿原内の湿原植物
を訪花植物(吸蜜植物)として利用しているものと思われます。

こ ど も エ コ ク ラ ブ く し ろ
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（株）

▶09/22　●コープさっぽろ「食べるたいせつフェスティバ
ル」in釧路　（参加：約30名）
▶12/22　●釧路短期大学学園祭「緑輝祭」　（参加：約30名）

走ることが大好きな者たちが集い41年になり
ます。会員はそれぞれに目標を持ち各種大会
に参加し成果を上げています。また月例的に
練習会を行い親睦を深め、新入部員を募集し

釧路走ろう会

▶4/8　●練習会　美原運動公園周辺　（参加：14名）　　　
▶7/30　●釧路湿原マラソン　（参加：選手及び大会役員27名）
▶12/24　●サンタラン　（参加：部員13名）
幣舞橋から釧路駅周辺の一往復をサンタクロースの出で立ち
でジョギングしながら新入部員の勧誘・北大通り活性化を呼
びかけ、プレゼントと共にワンダグリンダ・プロジェクトのポ
ケットティッシュを配り湿原の保全活動をPRしました。

釧路川100kmカヌーマラソンに向けた練習の
中で、ルアーやゴミの回収を行い、釧路湿原国
立公園と釧路川の美化清掃をしました。また、
自然情報や危険箇所は、ワンダグリンダ事務
所と釧路開発建設部に届けました。
おかげさまで4/29に開催された2018年大会で
源流の屈斜路湖からゴールの岩保木水門まで
6時間45分9秒で優勝しました！

［HP］http://kushiro100kmcanoe.web.fc2.com/

釧路ピラニアブラックス

▶通年（適宜）　●釧路湿原国立公園と釧路川の美化清掃　
（ルアー20個とゴミ）
特に葉が落ちた冬、川岸の木に引っかかったルアーや釣り糸
が目立ちました。厳冬期でもカヌーツアーは催行しているの
で、景色を保てたかと思います。水鳥やタンチョウが間違え
て、食べたり絡まる事故がないか心配です。
▶4/28　●第26回釧路川100kmカヌーマラソン出場・優勝 
▶10/14　●研究のサポート   （参加：１名）
偶然ビジターセンターで「ラムサール湿地の利用と地域振興」
について研究している日大理工学部の大学院生が「研究費が
旅費に消えてお金がないけどカヌーで釧路湿原を見たかった
…」と残念がっていたので、釧路川の川下りにご案内しまし
た。釧路湿原におけるエコツアー体験やワイズユースのあり
方を、研究の資料に活用していただいています。

［HP］http://www12.plala.or.jp/ecoclub_kushiro/

湿原をとりまく地域食材を使用した、学生考
案の「咲くサクッキー」をANAクラウンプラザ
ホテル釧路と連携して販売し、湿原自然再生
に還元します（諸活動と収益の一部を寄附）。
釧路湿原にささやかな恩返し活動をしなが
ら、みなさまとのつながりの輪を広げていき
たいと願っています。

釧路短期大学

［HP］http://www.midorigaoka.ac.jp/kushirojc/

大さを体感してもらうとともに、地元の国立公園の保全、保護
に対する意識の醸成を図ります。

ています。釧路湿原に関わる活動は下記のと
おり。現在部員男子29名・女子9名

街の中の釧路川にサケは帰ってきていました。
稚魚が確認できました。35年続けてきた成果
だと考えてよいと思います。幣舞橋をくぐって
昇れない本流を避け、支流の別保川を上って
いったのです。ただ、痩せています。川が痩せて
いるのでしょう。この川が命を育てる力のある
川になってほしいと思います。人にも魚にも優
しい環境を目指したいと思います。

釧路シャケの会

［HP］ http://www.city.kushiro.lg.jp/museum/
［Twitte］ https://twitter.com/kushiro_museum
［Facebook］
https://facebook.com/profile.php?id=146456098861137

NPO法人
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▶2/1～2/26　●ヒルズギャラリー「釧路湿原自然再生協議
会」紹介パネル展
釧路湿原の様々な写真や動物の写真パネルと湿原に暮らす生
き物たちのペーパークラフトを展示。（参加：61名）
▶2/3　●特別講演「平成の暮らしと自然」
講師：釧路交際ウェットランドセンター事務局長　菊地義勝
氏。自然についてのお話の他、食べ方によって名前が違う蕎麦
の食文化についてや「桃太郎」のお供が何故猿・キジ・犬だった
のか？という話題から実は方角と干支に関係している事等を
お話下さり皆さんとても驚いておりました。

［HP］http:/www.silvercity.jp

小学生や高校生を対象とした体験型環境学習を
開催しました。

▶10/4　●別保小学校における体験型環境学習（ペットボト
ル浄化実験） （参加：別保小学校5年生39名）
①ペットボトル水質浄化実験：底を切ったペットボトルに砂、
石、木炭等を詰め、上から濁水を注ぎ、どの程度水がきれいに
なるかを調べました。②水生生物の観察：サンタクンベ川（釧
路川水系支流）で採集した魚類等を水槽に入れ、種名や特徴を
観察しました。
▶10/16　●標茶高校における体験型環境学習（釧路川他）　

（参加：標茶高校1年生 A組35名）
▶10/17　●標茶高校における体験型環境学習（釧路川他）　

（参加：標茶高校1年生 B組35名）
①水生生物調査：釧路川に生息する水生生物の調査。生徒が川
に入りタモ網で魚類等を採集し、種名、特徴、生態等を学びま
した。②水質調査：釧路川と牛舎糞尿（高校で乳牛を飼養）の水
質調査。生徒がパックテスト等により水質を調査し、汚濁やそ
の原因等を学びました。

［HP］http://www.taicon.co.jp

太平洋総合コンサルタント

メールニュース『ワンダグリンダ☆ニュース』
の中で、道東の自然、動植物、地名などのアイ
ヌ語の紹介をしました。また、温根内自然ふれ
あい行事の中で木道を歩きながらアイヌ民族
が利用した植物の解説をしました。

タクッパ（ペンネーム）

▶9/9　●「アイヌ民族が利用した植物を観察しよう」
〈ブログ〉タクッパさんのちょっぴりアイヌ語講座
　　　　http://takuppa.blog.jp/

（株）

春学期（４月～８月）で、人間社会活動の変遷
と自然再生の取り組みを、釧路湿原・釧路川水
系周辺地域での行政、市民団体・保護団体の実
際の活動を通して効果的に学びます。講義は
全て英語。前半は千代田区の本校キャンパス
で社会科学・自然科学の知識を学び、8月に約
１週間釧路でのフィールド学習を行います。
日本の環境問題を自国の問題と照らし合わせ
ながら学べるため、留学生にも大好評の講座
で、毎年各国からの留学生が授業を選択し、活
発な意見交換が見られる活気のある授業で
す。本年度は釧路市図書館で、シンポジウム

「上智とかたろう～釧路のかわまちづくり～」
を開催、多数の市民にも来場いただきました。

▶7/31　●釧路湿原木道散策、講義）釧路湿原国立公園制定、
自然再生事業　（参加：16名）
▶8/1　●生きもの調査サケ科産卵地観察　自然再生事業地
視察　（参加：16名）
▶8/2　●土地利用変化事例学習　標茶町肉牛・酪農視察　自
然保護事業・サケ増殖ふ化事業見学　（参加：18名）
▶8/3　●上智とかたろう！～釧路のかわまちづくり～
　（釧路図書館　参加：110名）
▶8/4　●釧路川流域調査　カヌー・パシクル沼付近川流域調
査　（参加：20名）
▶8/5　●サケ自然産卵場所調査　（釧路川　参加：25名）

［HP］https://humanecologysophia.wordpress.com

上智大学　フィールド実践型環境ゼミナール　Human Ecology: Rivers

釧路湿原について学ぶ自然文化講座と自然再
生事業紹介パネル展を開催しました。

シルバーシティときわ台ヒルズ

倒木や流木などを活用して様々な動物たちを
作成し、各所で展示を行いました。また毎年夏
休み冬休み期間には、釧路市ファミリーサ
ポート事業のサポーターとして、子供たちに
木工作品の作成指導をしています。活動を通
して普段直接自然に触れられない方たちにも
自然の魅力や保全の大切さを伝えていきたい
と思います。

品田　忠

▶夏休み冬休み期間　●釧路市ファミリーサポーターにて木
工体験教室の実施

当社が事業を展開する釧根地方は緑豊かな
山々と美しい海岸線を誇り、この恵まれた環
境を次世代に引き継いでいくことは、当社に
課せられた責務です。環境に配慮した循環型
社会を築くための具体的な活動として、釧路
湿原周辺の清掃を行います。

▶7/20　●釧路湿原周辺清掃作業　（参加：13名）
温根内ビジター駐車場・音羽橋周辺と湿原道路。ポイ捨てのゴ
ミ拾いを集中的に行いました。清掃活動当初は、家電や自転
車、車のタイヤ等の不法投棄が結構ありましたが、今回は橋梁
補修工事で通行止め区間があったため交通量が少なく、ゴミ
の量も減っていました。ドライバーのマナーも良くなってき
ているのだと思います。

沢田建設（株）

管理施設（釧路市観光国際交流センター、釧
路市湿原展望台、ＪＲ釧路駅内観光案内所）
において、観光のお客様へ釧路湿原の周遊、
体験観光等情報を提供しました。また、HP、
Facebook、ツイッターを用い、遊歩道の開通
状況やその時期ならではの楽しみ方を発信し
ております。

▶通年　●観光インフォメーション
▶通年　●Ｗｅｂ・ＳＮＳ

釧路観光コンベンション協会

［HP］ http://www.kushiro-lakeakan.com
［Twitter］ 釧路市湿原展望台　@shitsugen55
［Facebook］（一社）釧路観光コンべンション協会

（一社）
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［HP］https://www.tanaqoo.com/

　トラストサルン釧路の発足30周年記念行事
をいくつか開催しましたが、天候に恵まれず、
十分な市民参加とはなりませんでした。春の植
樹祭「湿原再生の森づくり」では231本の地元
産広葉樹を植栽し、自然保護地の観察会では前
年に取得した第27号保護地（達古武沼西側
30ha）を視察。どんぐり記念日の代替日には、
採取したどんぐり630粒を苗畑に植えこみま
した。11月には、恒例となった野鳥の会釧路支
部との合同探鳥会を実施。活動の主目的である
湿原保全のための自然保護地づくりでは、釧路
町遠矢の湿原に第28号地（331㎡）、標茶町コッ
タロの湿原に第29号地（50.3ha）を取得し、保護
地の合計面積は500haを超えました。

▶5/5　●保護地緑化のためのボランティア植林開始
　（6/7まで、参加：のべ18名）
▶5/20　●トラストサルン釧路30周年記念・湿原再生の森づ
くり　（参加：27名）
▶6月　●第28号自然保護地を取得（331㎡） 
▶6/30　●くしろエコフェアに『湿原の新聞』を出品 
▶7/22　●トラストサルン釧路30周年記念・保護地の視察会
　（参加：20名）
▶10/8　●トラストサルン釧路30周年記念・どんぐり記念日
▶11/11　●達古武沼水鳥観察会（参加：26名）
▶12月　●第29号自然保護地を取得（50.3ha） 

［HP］http://trustsarun.life.coocan.jp/

トラストサルン釧路

在来馬である北海道和種馬（通称：道産馬）に
乗り、ホーストレッキングを通して、釧路湿原
の貴重な野生動物や植物を探勝します。

▶通年　●ホーストレッキングを通した釧路湿原の貴重な野
生動物や植物を探勝　（参加：約2,200名／年間）

［HP］http://dosanko-farm.com

鶴居どさんこ牧場

・タンチョウ標識調査：
・タンチョウ総数調査：
・国際エコキャンプ：

▶4/28～5/9　●十勝・釧路湿原　飛行調査（参加：5名）
▶6/23　●標識調査勉強会（参加：23名）
▶6/30～7/18　●タンチョウ標識調査　（参加：のべ122名）
釧路市内の「わっと」で事前勉強会を実施した。十勝、釧路、根
室地方で予備調査を行なったのち、6月より7月まで、計12日
間捕獲・標識調査を行ないました。一般市民からの標識個体の
確認情報の収集は随時行なっています。
▶10/4　●全道高等学校理科研究発表大会で講演（参加：600名）
▶1/13　●カウント調査勉強会（参加：15名）
▶1/26-2/10　●第5回国際エコキャンプ　（参加：8名）
ツルと湿原保護のための環境教育活動で、中国で活動してい
る講師4名を迎えて、1月から2月に行ないました。参加者は標
茶高校で同校生徒らと交流、釧路湿原周辺の視察、キナシベツ
湿原の探索、当法人のタンチョウ総数調査などに参加しまし
た。
▶1/30-2/10　●タンチョウ総数調査　（参加：のべ148名）
釧路市内の「わっと」でカウント調査事前勉強会を実施しまし
た。調査は1月から2月の10日間、十勝、釧路、根室、日高、オ
ホーツク、その他の地域で行いました。

［HP］www6.marimo.or.jp/tancho1213

タンチョウ保護研究グループ

ドローンで釧路湿原を撮影し、動画で紹介します。

苫前郡羽幌町内の河川跡地（約7ha）で、地元住民な
どで構成する「はぼろみんなでつくる自然空間協
議会」のメンバーとして、森や水辺のビオトープづ
くりに参加しています。主に５～６月は植樹作業、
夏は草刈りや繁茂したヒシなどの除去、冬は除雪
作業などをしています。2018年は地元の羽幌高校
と連携できる体制を作り、ビオトープ内の生き物
調査や植樹活動などをしました。今後10年間の計
画で地元の高校生がビオトープづくりに関わって
もらう予定です。
7月には地元の俳句を詠む団体と協働で、ビオトー
プ内において地元住民や子供たちを対象に俳句を
詠んでもらうイベントを実施しました。参加者だ
けでなく俳句を詠む団体にも好評で、ビオトープ
づくりと他の地域団体の連携のきっかけづくりに
なりました。自然環境保全の取組を広げていくた
め、一見自然とは関係のないと思われる団体との
協働取組を、アイデアを絞りながら考えていきま
す。このような取り組みが釧路湿原自然再生の推
進のきっかけになればと思います。

▶適宜　●釧路湿原の空撮写真の提供
ワンダグリンダ事務所と釧路湿原自然保護官事務所へ、釧路
湿原の空撮写真を提供しました。 
▶9/12　●アウトドアシューズメーカーKEENのWeb CMの舞台に

（視聴回数550回）
世界的に人気のあるアウトドアシューズメーカーKEENの
Web CMを、道東の大自然と釧路の街を舞台に撮影しました。
釧路湿原は4秒目から10秒ほど。Youtubeで「keen citizen」と
検索。
▶11/10～11 2　●まなトピア2019で動画上映会
釧路生涯学習フェスティバル「まなトピア2018」で、これまで
に制作した釧路湿原の動画を上映しました。

田中道人

竹中康進

葦の葉などでバッタを作る技法を応用して釧
路湿原に生息する生き物（ecology）を無駄の
ない設計（economy）のペーパークラフトを紹
介しています。

▶5/4～5　●はまなか春の芸術祭　
　（霧多布湿原センター、参加者：親子など多数）
▶6/30　●くしろエコフェア2018　
　（イオンモール釧路昭和店コンサート広場、参加者：多数）
▶7/17～26　●釧路湿原再生事業　
　（釧路中央図書館７F展示室、参加者：多数）
▶9/29～30　●景中祭　（景雲中学校、参加者：多数）
▶9/30　●博物館まつり　（釧路博物館、参加者：多数）
▶11/10～11　●まなトピア2018　（まなぼっと幣舞、参加者：多数）
▶11/10～11　●うるおい文化祭　（明輝高校、参加者：地域住民）
▶11/14　●別保小学校課外授業　（別保小学校、参加者：小学生19名）
▶12/23　●釧路走ろう会サンタラン　
　（北大通り、参加者：コース上の方々60名以上） 
▶2/1～27　●シルバーシティときわ台ヒルズギャラリー展
示（ときわ台ヒルズ、参加者：多数） 
▶6/16　●土曜まなび場　（釧路町公民館、参加者：小学生10名）
▶8/4　●土曜まなび場　（釧路町公民館、参加者：小学生８名）
▶11/14　●土曜まなび場　（釧路町公民館、参加者：小学生８名）
▶2/2　土曜まなび場　（釧路町公民館、参加者：小学生7名）
▶4/28　●フォーレンダム　（MOO、EGG、参加者：乗客多数）
▶5/14　●シルバーシャドー　（いなり小路、参加者：乗客多数）
▶7/5　●ダイヤモンドプリンセス　（MOO２F、参加者：乗客多数）

「1枚で１ステージ」、画用紙1枚を限りなく使
い一つの作品に仕上げて、いくつかのシリー
ズ作品が完成しました。長期展示が多くなり、
販売も行いました。尚、活動の様子を釧新・道
新・朝日新聞に掲載され、またFacebookで紹介
しています。

辻野　正

日専連釧路

▶随時（定期活動日は毎月第3日曜日、夏期（5～7月は第1、第3
日曜日）　●ビオトープ内の植樹活動、草刈り、ヒシの刈り取
り作業、地域住民を対象にした現場説明会など、

NPO法人

NPO法人

（株）鶴居村
振 興 公 社

（株）

「日専連釧路フィッシャーマンズワーフカー
ド」を発行し、利用額の一部を釧路湿原国立公
園連絡協議会に寄付しております。2018年度
は11月9日に車止め２基とベンチ・テーブル
セット２基を釧路湿原国立公園連絡協議会会
長の蛯名釧路市長に寄付をしました。

▶9/27　●ダイヤモンドプリンセス　（MOO２F、参加者：乗客多数）
▶10/14　●パシフィクビーナス　（MOO２F、参加者：乗客多数）
▶通年　●ワンダグリンダプロジェクトの活動紹介
　（塘路エコミュージアム、温根内ビジターセンター、湿原再
生センター、参加者：多数）
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［HP］https://blog.goo.ne.jp/yachilabo2016

釧路湿原のやちぼうずや鳥などを紹介し、来
訪者や地元の人に釧路湿原の魅力を伝える活
動をしています。

やちラボ

釧路湿原における物質循環についての研究を
しています。

▶5/30　●第1回：笹地11にてハルニレ・ヤチダモ・ミズナラ
150本を植樹及びツリーシェルターの設置　（参加：13名）
▶7/18　第2回：「達古武地区森林再生事業地」の見学　（参加：12名）
▶9/12　第3回：「玉川大学北海道弟子屈農場」研究林自然観察 

（参加：16名）

［HP］http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/
kusiro_fc/index.html

雷別ドングリ倶楽部

酪農学園大学 環境地球科学研究室

▶通年　●通年：来訪者への発信、広報

釧路湿原国立公園等身近な自然環境への理解
を深め、人間と自然の関りを考える事で今後
自然と共存して生きる素地をつくることを目
的に地域巡検を実施しています。

北海道阿寒高等学校

「第6回チャリティー釧路湿原フェスティバ
ル」を開催。歌を通じて釧路湿原の自然再生に
貢献する事が目的のフェスティバルを開催し
ています。出演者が募金活動を行い、釧路湿原
自然再生協議会に寄付しました。今後も歌を
楽しみながら釧路湿原を守る活動を続けてい
きたいと思っています。

ミュージックサロン・タジマ

▶通年　●バードウォッチング。空き缶回収活動

アイスホッケーのプロチーム「日本製紙クレイ
ンズ」の選手と鶴居村の子どもたちが協力し、自
然採食地（タンチョウが冬に自然の餌を採れる

▶7/1　●クレインズの選手と一緒にタンチョウの冬の食事
場所をつくろう2018   （参加：26名）
今年で7回目を迎えました。力持ちのクレインズの選手と元気
あふれる子どもたちの作業により、あっという間に開けた空
間ができました。餌が食べやすい環境になったこの自然採食
地を、今年の冬もタンチョウは利用してくれることと思いま
す。今後も多くの人にタンチョウのことを広め、地域一体と
なった保護活動を進めていけるよう、自然採食地の整備に取
り組みます。

日本野鳥の会鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ

父と一緒に、釧路湿原でバードウォッチングを
しています。豊かな自然にいると気持ちがいい
です。道端にポイ捨てのジュースの空きのなど
が落ちていたら拾って、少しでもきれいな湿原
をみんなにも見てもらいたいです。

西村咲輝

▶通年　●釣り。回収活動　（参加：1名）

湿原河川の釣りを通じて、自然環境保全地域と
の共存を考えていきます。ルアー回収やライン回
収などもその一貫だと思っています。楽しく遊べ
る環境をいつまでもという想いを持って、これか
らも湿原と付き合っていこうと考えています。

西村孝広

（公財）

［HP］https://nissenren946.com

場所）を維持管理する活動を実施しました。自然
採食地は、数年で林内や河川への倒木が増え、草
本や低木も繁茂します。タンチョウが餌を食べ
やすい環境になるように河川にかかる倒木を
処理したり、自然採食地を出入りできるように
低木を切るなどの管理作業を進めています。

広報にご協力いただいた施設 下記に示した釧路湿原ワンダグリンダ・プロジェクトの
広報活動にご協力いただいた施設をご紹介します

釧路市民活動センターわっと

釧路町地産地消センター ロ・バザール

釧路町温水プール

ワンダグリンダ・ニュース
イベントポスター
ワンダグリンダ募集ポスター
チラシなど

ワンダグリンダ募集チラシ
イベントチラシなど

■印刷物の配架・陳列

■印刷物の掲示

ご協力いただいた内容

釧路町総合体育館

細岡ビジターズラウンジ 達古武オートキャンプ場

標茶町博物館豊文堂書店北大通店

自然再生活動の実施（年間を通した継続的な活
動）－立木の立ち枯れの被害を受けた標茶町雷
別地区自然再生事業地において、森林の持つ水
質保全や保水機能を回復させるために、この地
本来のミズナラ・ハルニレ・ヤチダモなどが生
える広葉樹林の再生を目指し、広葉樹の苗木植
栽と野生動物の食害防止策のツリーシェル
ター設置等を行いました。
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釧路湿原自然再生協議会は釧路湿原の自然再
生を進めるために、自然再生推進法に基づき
2003年11月に設立されました。再生事業の実
施者や専門家、釧路川流域の市町村、NPOや市
民団体、釧路川流域に暮らす住民の方々が参
加しています。運営には全体会議のほか、大き
く7つに分類された取組み事に小委員会が設
置され、具体的な取り組みの協議が進められ
ています。会議は公開で開催されており、傍聴
席にて誰でもご参加頂けます。まとめられた
議論や提起された問題点は、ニュースレター、
ホームページにより情報発信致しました。ま

●協議会および小委員会の開催

●地域住民対象自然再生事業地見学会

▶6/15
▶6/21
▶7/2
▶10/24
▶11/16
▶11/27
▶12/4
▶12/14
▶1/15
▶2/14
▶2/26
▶3/20

▶6/9

▶7/25

▶9/19

▶9/22

▶10/8

▶11/29

●第20回湿原再生小委員会
●第31回再生普及小委員会
●第5回地域づくり小委員会
●第6回地域づくり小委員会
●第23回土砂流入小委員会
●第18回森林再生小委員会
●第21回湿原再生小委員会
●第32回再生普及小委員会
●第22回旧川復元小委員会
●第17回水循環小委員会
●第25回釧路湿原自然再生協議会
●第7回地域づくり小委員会

●雷別へ植樹へ行こう！ 森林再生小委員会事務局
（釧路湿原森林ふれあい推進センター）　（参加：24名）
●幌呂地区湿原再生現地見学会　湿原再生小委員会
事務局（釧路開発建設部治水課）　（参加：25名）
●久著呂川自然再生の見学ツアー　土砂流入小委員
会事務局（釧路建設管理部治水課）　（参加：8名）
●みんなで調べる復元河川の環境・2018秋　 旧川復
元小委員会事務局（釧路開発建設部治水課）釧路国際
ウェットランドセンター　（参加：30名）
●カヌーdeヒシ刈り！自然を楽しむin達古武湖　湿原再生
小委員会事務局（環境省釧路自然環境事務所）　（参加：5名）
●水循環小委員会自然再生現地見学会 水循環小委
員会事務局（釧路開発建設部治水課）　（参加：43名）

https://www.hkd.mlit.go.jp/ks/tisui/
qgmend0000003ppq.html

ホームページにより情報発信致しました。ま

釧路湿原自然再生協議会 釧路湿原自然再生協議会には７つの小委員会が設けられ、
多様な主体が相互に連携しながら再生事業を進めています。

た、地域・市民のみなさんを対象に自然再生事
業について、広く知って頂く事を目的とした
現地見学会を、各小委員会で開催しました。

●会合の開催

●湿原を体感する
　学び場づくり

釧路湿原自然再生協議会再生普及小委員会に設
置された「再生普及推進のための連携チーム」お
よび「湿原学習のための学校支援ワーキンググ
ループ」の２つの会合を通して、市民のみなさんが
釧路湿原に関心を持ってさまざまな取組みに参
加いただけるよう、さらに学校での湿原学習が活
発に行われていくように議論を行っています。

本冊子で紹介している皆さんや再生普及小委員
会メンバーを対象に「釧路湿原特別体験ツアー」
（通称：フィールドワークショップ）を夏と冬に開
催し普段あまり知ることのできない「とっておき
の釧路湿原」へご案内しています。新たな湿原の
魅力を体感し活動に活かしていただく他、参加
者間の交流を深める場となっています。

再生普及行動計画
オフィスの活動

再生普及行動計画オフィスは、環境省釧路自然環境事務所が主体となり、
自然再生への市民参加や湿原を活用した環境学習を進めるための「釧路
湿原自然再生普及行動計画」に基づき、様々な取り組みを行っています。
ここでは2018年度の活動の一部をご紹介いたします。

5月22日
8月1日

11月22日
1月15日

第7回 再生普及推進のための連携チーム
第7回 湿原学習のための学校支援ワーキンググループ
第8回 再生普及推進のための連携チーム
第8回 湿原学習のための学校支援ワーキンググループ

8月23日

2月5日

第21回フィールドワークショップ
（体感！キラコタン岬）

第22回フィールドワークショップ
（ツルハシナイ川が生まれる不凍の湧水地を訪ねて！）
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メールニュース
『ワンダグリンダ☆ニュース』

イベントへの出展
・パネル展の開催

みんなで進める！釧路湿原の自然再生
kushiro-wanda.com

きづく わかる まもる釧路湿原
kushiro-ee.jp

5月5日
6月30日

7月17～26日

はまなか春の芸術祭　会場：霧多布湿原センター
くしろエコ・フェア2018　会場：イオン釧路昭和店
パネル展「知ろう！学う！釧路湿原再生事業」　会場：釧路市中央図書館

釧路湿原自然再生事業紹介パネル展　会場：シルバーシティときわ台ヒルズ

市民参加の取り組み紹介写真展
会場：温根内ビジターセンター、塘路湖エコミュージアムセンター
釧路市生涯学習フェスティバル「まなトピア2018」出展
会場：釧路市生涯学習センターまなぼっと
釧路湿原サイエンスフェア～標茶小学校5年生の取り組みパネル展
会場：標茶町開発センター
釧路湿原サイエンスフェア～標茶小学校5年生の取り組みパネル展
会場：塘路湖エコミュージアムセンター
釧路湿原サイエンスフェア～標茶小学校5年生の取り組みパネル展
会場：標茶町博物館

7月19日～12月9日

11月10日～11月11日

1月29日～2月4日

2月4日～2月14日

2月14日～2月21日

2月1日～2月27日

●取組みの情報発信
WEBサイトやニュースレターの配信、イベントへの
出展やパネル展の開催により自然再生事業の取り
組みや学校支援の取り組み、ワンダグリンダにご参
加頂いている皆さんの取り組みについてご紹介して
います。

再生普及行動計画
オフィスのWEBサイト

はまなか春の芸術祭はまなか春の芸術祭

くしろエコフェア2018くしろエコフェア2018

釧路市立中央図書館
パネル展

釧路市立中央図書館
パネル展

釧路市生涯学習フェスティバル
まなトピア2018

釧路市生涯学習フェスティバル
まなトピア2018

再
生
普
及
行
動
計
画
オ
フ
ィ
ス
の
活
動

      

釧路湿原に関する

イベント、セミナー等の

情報を毎月お届けしていま

す。配信を希望される方は

オフィスまでご連絡

ください
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　学校からの問い合わせに対応して、以下の学校の学習をサポート
しました。

　学習のテーマ、人数、学習時間などに合わせて、自然再生事業が
行われているフィールドで学習可能な内容や活動案を学校に提案
し、専門家等にも協力いただきながら、事前の調整やフィールドの
事前確認、学習当日の案内などを行いました。

　釧路湿原を題材とした学習
の進め方の一つとして、発表
ボードを活用した授業づくり
に取り組みました。先生が児童
に寄り添いながら授業づくり
を進められたことはもちろん
ですが、北海道教育大学、教育
委員会、湿原周辺の施設職員
の方との連携、ご協力のもと
で、中間発表会や学習発表会
での子どもたちへの助言、発
表後の施設での企画展などを
行いました。

自然再生事業地でのフィールド学習

●学校との連携・学習のサポート

フィールド学習のサポート、
学校への出張授業

学校と連携した発表ボードを活用した
授業づくり

先生向けの講座
～湿原への関心喚起・教育的な価値を考える

標茶町立標茶小学校 5 年生、釧路湖陵高等学校 理数科 1
年生、釧路町立昆布森中学校 全校生徒、鶴居村立鶴居小学
校3年生

連携校：標茶町立標茶
小学校５年生、釧路市
立中央小学校５年生

▶釧路教育研究センター
共催講座
（温根内ビジターセンター、
赤沼）
▶標茶町教育研究所理科
部会との連携講座
（塘路湖エコミュージアム
センター、二本松展望台）
▶釧路町教育研究所理科
部会との連携講座
（達古武湖周辺フィールド）

《実施校：釧路市立中央小学校５年生、釧路市立鳥取小学校
３年生、釧路町立塘路小中学校全校生徒、釧路町立別保小学
校３年生、釧路町立富原小学校４年生、鶴居村立鶴居小学校
３・４年生、鶴居村立幌呂小学校３・４年生》

【再生事業地での学習の様子】

サポート（鳥取小）

湖陵高校湖陵高校 湖陵高校湖陵高校

昆布森中学校昆布森中学校

標茶小学校標茶小学校 標茶小学校標茶小学校

中央小学校
鳥取小学校

塘路小中学校

幌呂小学校
別保小学校

富原小学校

中央小学校
鳥取小学校

塘路小中学校

幌呂小学校

発表ボード企画展

詳しくはこちら   kushiro-ee.jp 再
生
普
及
行
動
計
画
オ
フ
ィ
ス
の
活
動

　フィールドでの体験と解説
を通して、釧路湿原の魅力や
課題、私たちの暮らしと湿原
とのつながりを感じていただ
くとともに、教科や総合的な
学習の時間で子どもたちが学
びを深める題材として釧路湿
原を見つめていただく講座を
行いました。

別保小学校別保小学校

富原小学校

鶴居小学校鶴居小学校

温根内ビジターセンター温根内ビジターセンター

赤沼赤沼

二本松展望台二本松展望台

達古武湖周辺達古武湖周辺



オフィスは、たくさんの人が釧路湿原のことを知り、その保全や再生に参加する人が増
え、湿原の恵みとともに暮らす地域づくりが進むように、次のような活動をしています。

釧路湿原自然再生協議会再生普及小委員会

「釧路湿原の応援団」

●釧路湿原の魅力を人々に伝える活動
●釧路湿原に関する学びの場づくり
●釧路湿原や流域の環境を守る取組み
●釧路湿原を通して地域を元気にする取組み
●これらの活動を人に伝えたり、募金を集めたりして応援する活動

■再生普及行動計画オフィスの活動について

▶ワンダグリンダ・プロジェクトの募集、広報、報告取りまとめ
▶ワンダグリンダ・プロジェクトの活動支援、事業協力等
▶釧路湿原自然再生事業地の現場見学や参加・交流の機会づくりの支援
▶釧路湿原の環境教育・環境保全についての情報収集・提供、各種相談業務
▶釧路湿原に関する出前授業、校外学習の受入、教材提供、教員研修等
▶釧路湿原の航空写真やパネルの貸出、イベントへの出展等
▶WEBサイトやメールニュースによる情報発信

■お問い合わせ先

■発行

釧路湿原自然再生協議会再生普及行動計画オフィス
〒084-0922　釧路市北斗2-2101　釧路湿原野生生物保護センター内

2019年6月

0154-56-4646
http://www.kushiro-wanda.com

FAX.0154-56-2267 E-mail:wanda@heco-spc.or.jp
ワンダグリンダ 検索

大募集！！
「ワンダグリンダ・プロジェクト」は釧路湿原を楽しみ、学
び、守り、将来に引き継いでいくための様々な取組みを
「応援団」として協議会に登録していただく仕組みです。

こんな活動に取り組まれている方、何か始めたいとお考えの方
まずはオフィス（下記連絡先）までお問い合わせください。


