
時 間 番号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

10:00～10:20 Ａ－１ 都市社会で生き延びる自然
阿部　大輔
井上　正充

筑波大学付属駒場中学
校２年

1

10:20～10:40 Ａ－２　
川はみんなのもの（自由使用と
占有）

五十嵐　敏之
建設省荒川下流工事事
務所管理課

5

10:40～11:00 Ａ－３ 河川法の改正について 大平　一典
建設省河川局防災・海
岸課

10

11:00～11:20 Ａ－４ 生物生態圏整備について 尾崎　学 板橋区土木部公園課 14

11:20～11:40 Ａ－５
荒川河川敷における自然復元事
業

津野　章 葛飾区水と水辺の課 19

11:40～12:00 Ａ－６ 江戸川区の水辺整備 豊田　明 江戸川区土木部計画課 24

13:00～13:20 Ａ－７
荒川水辺クルーズ楽校と新河岸
川水運の提案

長野　正孝
武蔵野工業大学客員教
授

29

13:20～13:40 Ａ－８
堤防の高さはどうやって決める
のか

宮武　晃司
建設省荒川下流工事事
務所調査課

35

13:40～14:00 Ａ－９
都市化の進展と河川景観の変遷
との対応

雷芸
東京農大大学院造園学
専攻

39

時 間 番号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

10:00～10:20 Ｂ－１
こどもたちにも「荒川将来像計
画」への参加を

三井　元子 足立環境ネットちえのわ 43

10:20～10:40 Ｂ－２　
「荒川を歩く」－葛西臨海公園か
ら源流まで 173km

矢吹　一夫
福祉作業所「かすた
ねっと」

47

（論文のみ） Ｂ－３　 雨だれこぞうのたび 岩下　賢太郎
葛飾区立白鳥小学校5
年

50

時 間 番号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

10:40～11:00 Ｃ－１
音で綴る荒川　～水源から河口
まで～

岩　信夫 前文化放送 53

11:00～11:20 Ｃ－２ よみがえれ五色桜 西山　豊子
足立区婦人学級連絡協
議会

57

11:20～11:40 Ｃ－３
いのちが輝く音楽劇「あらかわ」
の創作

角田　道郎
「みんなの地球の会」事
務局

60

【河川土木部門】　（3階　6－1教室）

【教育・福祉部門】　（3階　5－1教室）

【芸術・文化部門】　（3階　5－1教室）

司会　午前：原田和昭　　午後：三井元子

司会　午前：原田和昭　　午後：三井元子

司会　午前：井上洋二郎　　午後：大平一典
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時 間 番号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

11:40～12:00 D－１
荒川クリーンエイド・フォーラムの
活動

大石　昌男
荒川クリーンエイド・
フォーラム運営委員会

64

13:00～13:20 D－２
人類とせっけんのかかわり
(知られざる5000年の歩み）

小林　衛 エスケー石鹸（株） 68

13:20～13:40 D－３ 荒川における海風の研究 志村　光一
中央大学水理研究室大
学院

71

13:40～14:00 D－４
荒川下流におけるオオヨシキリ
のソングポストの分布

井上　雅雄
荒川下流の自然を考え
る会

75

司会　午前：マルコ・ブルーノ　午後：大石昌男
時 間 番号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

10:00～10:20 D－５
足立区千住新橋緑地左岸「わん
ど広場」の植生及び生物調査に
ついて

小川　清司
財団法人　足立区水と
緑の公社技術管理課

79

10:20～10:40 D－６ 葦の生育実験報告 木屋路　輝雄
建設省荒川下流工事事
務所事業計画課

83

10:40～11:00 D－７ 荒川下流の冬鳥の変遷 斉藤　彰一
荒川下流の自然を考え
る会

87

11:00～11:20 D－８
荒川中土手市民の池　一年半の
記録

佐藤　正兵
中土手に自然を取り戻
す市民の会

91

11:20～11:40 D－９ 荒川のヒヌマイトトンボの観察 野村　圭佑 下町みどりの仲間たち 95

11:40～12:00 D－１０
入間川・荒川アドベンチャーカ
ヌーツアー実践報告

福田　直 けやの森学園　自然塾 99

13:00～13:20 D－１１ 憩いのトライアングル マルコ・ブルーノ 河川環境保全モニター 103

13:20～13:40 D－１２
荒川における水理水質に関する
現地観察

三沢　大輔
中央大学水理研究室大
学院

107

13:40～14:00 D－１３
赤羽自然観察公園（仮称）におけ
る荒川の役割

山本　洋司
宇宙自然環境科学研究
会

111

時 間 番号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

10:00～10:20 E－１ 荒川健康タートルマラソン 古藤　高良 日本タートル協会 148

10:20～10:40 E－２
フィールドゲーム研究会活動報
告

小宮　幸子 足立シニアクラブ 152

10:40～11:00 E－３
子どもの川あそび（自然体験）を
教育活動につなげる

佐藤　朝代 けやの森学園　自然塾 156

11:00～11:20 E－４ 河川敷と市民ゴルフ場 沢本　博行 川口市公園緑地公社 160

【スポーツ・レクリエーヨン部門】　（2階　3－1教室）

【自然・環境部門】　（3階　5－1教室）

【自然・環境部門】　（3階　4－1教室）

司会　午前：原田和昭　　午後：三井元子

司会　午前：田中美喜夫　　午後：相原史朗



11:20～11:40 E－５ 川で遊ぶ 下平　司 東京都漕艇協会 164

13:00～13:20 E－６ 荒川と少年サッカー 田中　美喜夫
荒川クリエーション杯少
年サッカー大会実行委
員（2市8区）

168

13:20～13:40 E－７
川を愛し川を知ろうの心を育てよ
う少年野球!!

谷川　貞夫
荒川クリエーション杯学
童少年野球大会運営委
員（2市9区）

172

13:40～14:00 E－８
お陰様で開場40周年を迎えまし
たゴルフは健康増進のスポーツ
です

中村　嘉男 株式会社赤羽ゴルフ場 176

（論文のみ） E－９ 荒川逍遥 吉本　玉子 海洋商船株式会社 180

（論文のみ） E－１０ 河川敷と一輪車 若江　正徳 足立区一輪車連盟 184

時 間 番号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

10:00～10:20 F－１ 荒川かっぱ倶楽部の活動状況 石川　大輔 荒川ｌかっぱ倶楽部 148

10:20～10:40 F－２ あらかわ探検隊活動報告 老沼　秀子 あらかわ探検隊 152

10:40～11:00 F－３ 参加しよう！荒川市民会議 岡島　桂一郎
荒川下流の自然を考え
る会

156

11:00～11:20 F－４
生きものと共生したまちづくり担
当者連絡会の活動について

清田　秀雄
江東区土木部環境整備
課西部土木事務所

160

11:20～11:40 F－５ 荒川水源を訪ねる 小泉　泰通 くさはら会 164

11:40～12:00 F－６
ネイチャーリーダー協議会の活
動報告

斉藤　智晴
ネイチャーリーダー協議
会

168

13:00～13:20 F－７
水と光と音の祭典
エコアップフェスタ 888

丸山　宏充　
エコアップフェスタ 888
の会運営委員会

172

13:20～13:40 F－８ 第１回荒川土手サクラ祭り 森岡　謙二 街づくりフロンティア 21 176

13:40～14:00 F－９ “荒川の源流を訪ねて”活動報告 森山　順子
MORI MORI ネットワー
ク

180

（論文のみ） F－１０
「こども自然クラブ」活動の中で
の　　　　　　　　荒川の位置づけ

西尾　三枝子
埼玉県生態系保護協会
川口・鳩ヶ谷支部

184

時 間 番号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

10:00～10:20 G－１ 荒川の物流 小倉　幸雄 産業考古学会 187

10:20～10:40 G－２ おししさま 小泉　健男 足立史談会 192

司会　午前：平田修一　　午後：鈴木　誠

【地域社会部門】　（2階　2－1教室） 司会　午前：森岡謙二　　午後：佐藤正兵

【歴史・民族部門】　（2階　1－1教室）



10:40～11:00 G－３ お台場とお台場銭 斉藤　直樹 板橋史談会 193

11:00～11:20 G－４
荒川放水路堤塘植樹問題と協議
会

鈴木　誠
東京農大造園学科助教
授

195

11:20～11:40 G－５
放水路で南北に分かれた村
弥五郎新田の80年

瀬田　一男 足立史談会 199

13:00～13:20 G－６ 水と雨乞いについて 醍醐　清造 北区史を考える会 203

13:20～13:40 G－７
荒川西遷・利根川東遷の関東郡
代伊奈氏の姿を求めて

平田　修一
関東郡代伊奈サミットの
会

206

13:40～14:00 G－８
戦後における荒川・中川水害と
金魚

宮村　忠 関東学院大学教授 210

（論文のみ） G－９
浮間村（北区浮間）のイネアライ
について

芦田　正次郎 武蔵野文化協会 213

美術展（絵画）

砂押英次

森岡謙二（仁科会）

荒川のゴミと水質（仮題） 荒川クリンエイドフォーラム運営委員会

入間川・荒川アドベンチャーカヌーツアー 　けやの森学園　自然塾

荒川の写真 駒形光男（三軌会）

中土手の水たまり（五色池）の自然 中土手に自然を戻す市民の会

【展示部門】　（2階　ロビー）

荒川の写真

鶴田ヨシ江（小学校教諭）

三井元子（足立反プル座）

荒川土手の野外学習

荒川を渡る核燃料輸送車

クリーンエイド 荒川クリンエイドフォーラム運営委員会

入間川・荒川アドベンチャーカヌーツアー 　けやの森学園　自然塾

【ポスターセッション部門】　（3階　ロビー）


