水辺に遊ぶ会レポート 2015

2016 年に実現したいこと

−2015 年度の水辺に遊ぶ会の活動−

念願の交流拠点、中津ネイチャーセンター
「ひがたらぼ」がオープンします。

後継者の育成
1．自然に関する理解を深めるための啓発活動
中津干潟や中津の水辺環境を大切に思い、次

干潟の見える場所に、子どもたちが地域の自
然について学んだり、自然に興味のある地域の
方々が気軽に遊びに来ていただけるような拠点
をつくることを長いこと目標にしてきました
が、たくさんの方々のご協力により、８月７日

主催観察会（７回・参加者 524 名）

の世代へと継承する市民活動や調査活動を担っ

干潟観察会（5 月・７月）・ベッコウトンボ観察会（５月 中止）・山国川観察会（6 月・8 月）・

てくれる若い後継者を育成することが急務と考

ベントス学習会（７月）・アカテガニ観察会（８月 中止）・冬鳥観察会（12 月）

えています。お心当たりのある方は是非、お声

環境学習のサポート（45 回）

をおかけください。。

中津市：大分県立工科短大（１年生）・東中津中学校（全校）・耶馬溪中学校（１年生）・
豊田小学校（３年生）・三郷小学校（４・５年生）
・沖代小学校（４年生）
・小楠小学校（４年生）
・

にオープンすることが決まりました。

北部小学校（４年生）
・深水小学校（全学年）・今津小学校（４年生）・如水小学校（４年生）・
和田小学校（４年生）・愛光保育園・社協「さんぽ」（障がい児童長期休暇支援事業）
市

吉富町立吉富小学校（４年生）・県立香々地青少年の家（ファミリークラブ）・日本文理大学

年会費のご納入をお願いいたします。

その他：社会教育機関などでの講師ほか

様々なジャンルに渡る多岐な活動と活動拠点の設置、スタッフの育成など、水辺に遊ぶ会の活動に
は、資金が必要です。皆さまからの会費は、これらの活動を進めていくために , 大切に活用させてい
ただいています。今年度も活動の趣旨をご理解いただき、ご支援の程、よろしくお願いいたします。
また、今年度よりご寄付をいただいた方にお礼のプレゼントや情報をお届けする「サポーター制度」
も開始いたします。併せてよろしくお願いいたします。
■カ ブ ト ガ ニ コ ー ス（一 般 会 員 ） 年会費
■ズグロカモメコース（サポーター） 一

口

2．調査研究活動
生物調査（カブトガニ・シギチドリ類・ガンカモ類・ベッコウトンボ他

のべ 52 回）

地形調査（大新田・舞手川河口ほか）
研究協力：下関水産大学校・日本文理大学・九州大学・群馬大学・近畿大学

１,５００円
１０,０００円

外：宇佐市立長峰小学校（４年生）
・宇佐市立天津小学校（４年生）
・豊前市立三毛門小学校（４年生）
・

※特典付

3．海岸清掃ほか環境美化や廃棄物問題に関する活動（参加者約 1300 名）

□水辺に遊ぶ会の活動に関する議決権を持つ

大新田ビーチクリーン（６月・９月・12 月）

「正会員（年会費１,５００円）」も併せて募集しています。

三百間ビーチクリーン（２月）
大新田松林復元活動（作業 14 回・調査研修５回・植樹１回）
○回収ごみ：可燃 710 ㎏

●会費等のご納入は同封の郵便振替用紙をご利用ください。
（郵便振替口座

不燃・粗大 580 ㎏

合計 1,29０㎏

○ごみ回収作業面積（延べ）：36０,０００㎡

01760-0-134110 NPO 法人水辺に遊ぶ会）

4．ブルーツーリズムなどの地域振興を推進する活動（のべ６回実施

参加者約 220 名）

魚食普及活動：デコ巻教室（７月・１月）・魚料理教室（12 月）・お魚ホネホネ教室（２月）

中津ネイチャーセンター

NPO 法人 水辺に遊ぶ会
住所

〒871-0024

ひがたらぼ

TEL 0979-23-5320

5．自然環境に関する情報の収集・蓄積・発信

NPO法人 水辺に遊ぶ会

大分県中津市中央町 2-8-35
携帯電話 080-5248-7443

住所

〒871-0006

大分県中津市東浜 1151-4

e-mail : info@mizubeniasobukai.org

TEL&FAX 0979-77-4396

URL : http://www.mizubeniasobukai.org/

open 9:00

close 16:00

海苔づくり体験（３月）木村さんと中津のいいとこ探しワークショップ（３月）・その他研修等

会報ガタガタ通信発行（４回）
パネル・標本・教材等の貸し出し（２回）

休館日：土日祝日
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6．民間および公共団体の環境に関する事業に対する支援・提言など

自立した活動を目指して模索した 2015 年

海岸事業に関する要望・提案ほか（大新田海岸・舞手川河口ほか）
中津市野依新池（環境調査・池の植生管理）
中津市沖代条里

五十石川流域

山国川資料室

一般財団法人セブン - イレブン記念財団の環

一方、新しい出会いもありました。サブレの
製造をお願いしているＮＰＯ法人村のぱん屋Ｓ
ＵＮ（福岡県上毛町）は、障がいのある方々が
自立して普通に生活できるためのサポートを
行っている団体ですが、活動されている様子や
理念に触れ、多くのことを学ばせていただいて
います。また、セブン - イレブンの助成金報告
会で知り合ったＮＰＯ法人循環生活研究所（福
岡市）さんとは、松葉堆肥製造の技術提供をし
ていただくとともに、環境学習の情報交換など
をも約束しました。若い方たちが元気に活動し
ている様子は、私たちの目指す道と重なり、と
ても心強く感じました。
新しい道を歩き始めた水辺に遊ぶ会。まだま
だ課題はたくさんありますが、一歩一歩、地に
足のついた活動を重ねていきたいと思います。

境市民活動助成として２０１５年から３年間、
活動に助成をいただいています。この助成は、
Ｎ

7．持続可能な社会を追究するためのその他の活動

ＰＯが基盤強化を図り、自立した活動のできる

国際発信：世界水フォーラム（韓国・大邱）への参加

組織になることを支援していただくものです。

8．6 次産業

１９９９年に活動をはじめてもうすぐ２０
年、水辺に遊ぶ会の活動は多くの方に支えられ、

カブトガニサブレの開発販売

会

計

活動の輪は大きく広がりましたが、多くをボラ

報

告

科
Ⅰ

（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）
目

内

経常収益
１．受取会費
２．受取寄附金
３．受取助成金等
４．事業収益
①自然に関する理解を深めるための啓発活動
②調査研究活動
③海岸清掃ほか環境美化や廃棄物問題に関する活動
④ブルーツーリズムなどの地域振興を推進する活動
⑤自然環境に関する情報の収集・蓄積・発信
⑥民間及び公共団体の環境に関する事業に対する支援・提言など
⑦持続可能な社会を追究するためのその他の事業
⑧6 次産業
５．その他収益 ( 利息・雑収入）
訳

経常収益計
Ⅱ

内
訳
内
訳

経常費用計

足や活動費不足の問題を抱え、解決できないま
ま今に至っています。「助成金や補助金に頼ら

282,500
753,398
5.680.889
940,390
（235,830）
（94,000）
（0）
（58,600）
（0）
（0）
（13,931）
（568,029）
50,515

7,707,692

経常費用
１．事業費
①自然に関する理解を深めるための啓発活動
②調査研究活動
③海岸清掃ほか環境美化や廃棄物問題に関する活動
④ブルーツーリズムなどの地域振興を推進する活動
⑤自然環境に関する情報の収集・蓄積・発信
⑥民間及び公共団体の環境に関する事業に対する支援・提言など
⑦持続可能な社会を追究するためのその他の事業
⑧6 次産業
２．管理費
人件費
備品・材料費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
地代家賃
賃借料
保険料
水光熱費
雑費（会議費・手数料・諸会費ほか）

ンティアで実施してきた活動は、常に担い手不

ずに、自分たちの力で歩ける組織になりたい。
自然保護や環境学習に興味のある若い人たち
が、それを仕事としてくらせるような仕組みを
作りたい。」といつも思ってきました。
今回の助成により、事務局に専従スタッフを
１名雇用することが可能となり、調査活動で蓄
積されたデータの整理や事務局のシステム化、
活動の見直し、資金確保の検討などを行うこと
ができました。また、資金づくりの試みとして
「カブトガニサブレ」の企画製作、販売を行い
ました。カブトガニサブレは評判にもなり、多

6,631,3743
（281,934）
（1,171,459）
（1,259,965）
（367,972）
（128,718）
（11,462）
（2,820,953）
（588,910）
658,837
（95,208）
（30,411）
（107,504）
（24,503）
（10,077）
（230,400）
（24,000）
（24,490）
（63,237）
（49,007）

くの方に注目していただきましたが、販売場所
の確保や営業体制、少数が故の製造コストの問
題など、“モノを売ってお金を得る” ことの難
しさを感じた一年であるとともに、今まで知ら
なかった世界を知る機会を得た一年でもありま
した。今後もあきらめずに様々な試みを続ける
予定です。

2,661,445
当期経常増減額
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

346,482
346,482
1,857,613
2,204,095
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大分県地域を担う NPO 協働モデル創出事業で
松林の再生プロジェクトに着手

NPO 法人循環生活研究所（福岡）を訪問
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