
２０１８年度 ワンダグリンダプロジェクト登録活動 

 

 

 

2018年度は 60団体・個人による 80件の取組みを登録しました。 

 

 

表. 2018年度ワンダグリンダ・プロジェクト登録内容 

団 
体 
数 

氏名・団体名 取組み概要 
活
動
数 

新規 
or 
継続 

1 愛国幸恵町内会 
釧路湿原や町内会周辺の身近な自然の写真、『ワンダグリンダ☆ニ

ュース』の町内会での回覧。 
1 継続 

2 

アトリエ「アリス」 
釧路湿原などの自然を含む釧路地域の素晴らしさを描くことによっ

て市民にアピール。 
2 継続 

アトリエ「アリス」 釧路に自生する植物を使ったアート作品の制作と発表。 3 継続 

アトリエ「アリス」 釧路川周辺の清掃活動の実施。 4 継続 

3 イオン釧路店チアーズクラブ 環境学習の実施。 5 継続 

4 
イオン釧路昭和店チアーズク

ラブ 
地域と自然環境について学習。 6 継続 

5 伊勢 志郎 
釧路湿原国立公園内の施設、たんちょう釧路空港やタンチョウ鶴関

連の施設に来訪記念の折鶴を提供。 
7 継続 

6 

(一財)釧路市民文化振興財団

(釧路市生涯学習センター) 

～いきいき女性講座～「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」の実施。 
8 継続 

(一財)釧路市民文化振興財団

(釧路市生涯学習センター) 

～ふるさと講座～湿原ホタル講座「釧路湿原の夜の隠れた風物詩を

探ろう」の実施。 
9 継続 

(一財)釧路市民文化振興財団

(釧路市生涯学習センター) 

～釧路学教養講座～「釧路湿原を訪ねて～キラコタン岬と自然再生

地～」の実施。 
10 継続 

(一財)釧路市民文化振興財団

(釧路市生涯学習センター) 

～まなぼっとわくわく体験隊～「森とあそぼう 2018」（達古武で自

然再生を考える調査体験）の実施。 
11 継続 

7 
(NPO)美しい村・鶴居村観光協

会 
タンチョウ、湿原による環境のＰＲ及び「湿原マップ」の販売。 12 継続 

8 (株)ＦＭくしろ 
放送を通じて、湿原の植物や昆虫、動物、歴史などをわかりやすく

楽しく発信。 
13 継続 

9 大八木 英雄 
放置された釣糸の回収や清掃活動、達古武湖でのヒシ刈りの実施。

釧路湿原を散策して気付いた事を報告。 
14 継続 

10 お菓子司 二幸 「湿原まんじゅう」の販売。 15 継続 

11 (株)カヌープロ カヌーを通じ、自然の素晴らしさや釧路湿原の大切さを伝える。 16 継続 

12 川口 秀人 湿原の様子を写真に収め、カレンダーにして掲示。 17 継続 

13 環境コンサルタント(株) 達古武湖でカヌー清掃とヒシ料理試食会を実施。 18 継続 

14 
(NPO)環境把握推進ネットワー

ク～PEG 

釧路湿原に生息する希少動物や外来動植物に関する学習会や講演会

の実施。 
19 継続 

15 喜多島 麻鈴 コンサートを通じて湿原をＰＲ。 20 継続 

16 
(NPO)霧多布湿原ナショナルト

ラスト 

霧多布湿原の保全活動を通して、人との交流を深め湿原ファンを増

やす。 
21 継続 

17 

釧路国際ウェットランドセン

ター 
地域の人々と一緒に釧路川蛇行復元現場周辺の環境調査を実施。 22 継続 

釧路国際ウェットランドセン

ター 

湿地・生物多様性に係わる途上国の行政官等を対象とした湿地保全

やワイズユースに関する研修を実施。（ＪＩＣＡより委託） 
23 継続 



団 
体 
数 

氏名・団体名 取組み概要 
活
動
数 

新規 
or 
継続 

17 
釧路国際ウェットランドセン

ター 
ホームページ等による釧路湿原の情報発信。（日本語・英語） 24 継続 

18 釧路子ども劇場 温根内川でのザリガニ釣りによるウチダザリガニの駆除。 25 継続 

19 くしろ自然再生解説員 
「自然再生解説員」により釧路湿原や自然再生事業の取り組みを、

細岡展望台を訪れる観光客を対象にわかりやすく解説。 
26 継続 

20 釧路湿原 MTBクラブ 釧路湿原周辺の林道ツーリングの実施。 27 継続 

21 釧路湿原川レンジャー 
釧路湿原や釧路川の観察活動および環境学習を通じて良好な河川環

境の維持に努める。 
28 継続 

22 

釧路湿原国立公園ボランティ

アレンジャーの会 
クリーンウォークの実施。 29 継続 

釧路湿原国立公園ボランティ

アレンジャーの会 
ウチダザリガニ駆除調査。 30 継続 

釧路湿原国立公園ボランティ

アレンジャーの会 
温根内木道での定点解説の実施。 31 継続 

23 

釧路湿原国立公園連絡協議会 
釧路湿原に関する情報を、自然情報誌、ガイドマップ、ホームペー

ジなどで提供。 
32 継続 

釧路湿原国立公園連絡協議会 
温根内ビジターセンターと塘路湖エコミュージアムセンターで自然

ふれあい行事を実施。来訪者に自然解説や情報の提供。 
33 継続 

釧路湿原国立公園連絡協議会 釧路湿原こどもレンジャー活動を実施。 34 継続 

釧路湿原国立公園連絡協議会 釧路湿原国立公園クリーンデーを実施。 35 継続 

24 
 

釧路湿原自然再生協議会 
釧路湿原自然再生協議会や各小委員会の情報を発信。（会議公開、

HP、ニュースレター発行） 
36 継続 

釧路湿原自然再生協議会 学習会や講演会などの実施。 37 継続 

釧路湿原自然再生協議会 市民参加の見学会の実施。 38 継続 

釧路湿原自然再生協議会 パネル展等の実施。 39 継続 

釧路湿原自然再生協議会 視察・研修等の受け入れ。 40 継続 

釧路湿原自然再生協議会 自然再生に係わる資料の発刊。 41 継続 

25 
釧路湿原全国車いすマラソン

大会実行委員会 
釧路湿原全国車いすマラソン大会の開催。 42 継続 

26 釧路湿原マラソン実行委員会 釧路湿原マラソンを通じて湿原の美しさを参加者に伝える。 43 継続 

27 釧路市中央図書館 釧路湿原に係わる情報提供、関連講座や展示を通じた湿原の紹介。 44 継続 

28 釧路市立博物館 
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

原の魅力を伝える。 
45 継続 

29 釧路シャケの会 シャケの稚魚の里親募集と放流式を実施。 46 継続 

30 釧路短期大学 

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、湿原の自然再

生に還元。 

47 継続 

31 釧路走ろう会 
釧路湿原マラソン大会をはじめ、練習会や個人で湿原の魅力を感じ

爽やかな汗を流しながら走る仲間を募る。 
48 継続 

32 
釧路ピラニアブラックス～早

川＆渡辺ペア～ 
釧路湿原を流れる釧路川のゴミ拾いと巡視。 49 新規 

33 釧路ボタニカルアートの会 釧路湿原の植物を描く。 50 継続 

34 (株)釧路マーシュ＆リバー 

釧路川カヌーツーリング、釧路湿原ネイチャーウォーク等の実施。 

釧路湿原の様子の画像発信等、全国、全世界へ釧路湿原の魅力を発

信。 

51 継続 

35 (NPO)釧路湿原やちの会 
釧路湿原の聖域キラコタン岬入口周辺の外来植物オオアワダチソウ

の駆除。 
52 継続 

36 こどもエコクラブくしろ 釧路湿原における特定外来生物の調査・防除活動。 53 継続 



団 
体 
数 

氏名・団体名 取組み概要 
活
動
数 

新規 
or 
継続 

37 小荷田 行男 釧路湿原とその周辺域の植物生態・自然史・鳥類生態の調査研究。 54 継続 

38 木幡 弥乃莉 
ワンダグリンダ☆ニュース、ポスター、チラシ等のイラストの作

成。 
55 継続 

39 
(一社)釧路観光コンベンショ

ン協会 
釧路湿原をはじめとする釧路市の観光情報を発信。 56 継続 

40 沢田建設(株) 釧路湿原近郊の清掃活動（ごみ拾い）を実施。 57 継続 

41 品田 忠 
木の枝での作品作りや展示、木工教室を通し湿原からの水の大切さ

を伝える。 
58 継続 

42 
上智大学 社会とエコロジー 

“リバーズ” 

釧路湿原を軸に、河川の環境保全、野生動物の保護活動などの取り

組みを学ぶ。 
59 継続 

43 
シルバーシティときわ台ヒル

ズ 
釧路湿原を学ぶ自然文化講座を実施。 60 継続 

44 
太平洋総合コンサルタント

(株) 

標茶高校における体験型の環境教育の実施。（野外での水質調査、

生物調査を通して身近な環境を楽しみながら学ぶ） 
61 継続 

45 タクッパ（ペンネーム） 道東の自然や地名をアイヌ語で紹介。 62 継続 

46 竹中 康進 
「羽幌みんなでつくる自然空間協議会」によるビオトープづくりの

取り組みを紹介。 
63 継続 

47 田中 道人 ドローンで湿原を撮影し動画で紹介。 64 継続 

48 
(NPO)タンチョウ保護研究グル

ープ 
タンチョウの保護に関する教育普及活動の実施。 65 継続 

49 辻野 正 
釧路湿原の生き物の生態を紙細工で紹介。作成指導や実演、完成品

や作成キットの無料配布や展示の実施。 
66 継続 

50 
(株)鶴居村振興公社 

鶴居どさんこ牧場 

北海道和種馬（通称：どさんこ）による釧路湿原国立公園を含む地域で

のホーストレッキングで、多くの方々に地域の自然を楽しんで頂く。 
67 継続 

51 (NPO)トラストサルン釧路 
ナショナルトラスト地の環境保全作業にボランティアの方と共に取

組む。湿原やトラスト地の観察会を実施。 
68 継続 

52 (株)日専連釧路 
「日専連フィッシャーマンズワーフカード」の利用額の一部を釧路湿原

国立公園連絡協議会を通じて子供達の野外活動に役立つものを寄付。 
69 継続 

53 西村 咲輝 釧路湿原でのバードウォッチングを楽しみながら清掃活動を実施。 70 新規 

54 
西村 孝広 釣りの自警活動の一環として釣り場周辺の清掃活動の実施。 71 継続 

西村 孝広 オオハンゴンソウ駆除活動の実施。 72 継続 

55 
(公財)日本野鳥の会 鶴居・伊

藤タンチョウサンクチュアリ 

タンチョウの冬季自然採食地の整備、普及教育、生息環境調査の実

施。 
73 継続 

56 北海道阿寒高等学校 
「地域巡検」を実施し、釧路湿原の学習を中心にすえ、自然の大切

さを体験学習。 
74 継続 

57 ミュージックサロン・タジマ カラオケ発表会を通して湿原のＰＲや募金活動を実施。 75 継続 

58 

やちラボ 釧路湿原の旬の自然情報をワンダグリンダ事務局に届ける。 76 継続 

やちラボ 釧路湿原の魅力を地元の人々や観光客に伝える。 77 継続 

やちラボ 釧路湿原に生息する「やちぼうず」の魅力をＰＲ。 78 継続 

59 雷別ドングリ倶楽部 
シラルトロ湖上流の立枯れ被害にあった森林で市民参加型の自然再

生事業を実施。 
79 継続 

60 
酪農学園大学 環境地球化学

研究室 
釧路湿原における物質循環についての研究。 80 継続 

60団体・個人/80取組み 

 



「ワンダグリンダ・プロジェクト」の取組み広報支援活動として 9施設に登録いただきました。 

 

 

 

表．ワンダグリンダ・プロジェクト広報協力施設等 

施
設
数 

施設名 広報支援内容 
新規 
or 
継続 

1 釧路市民活動センターわっと ワンダグリンダ☆ニュース、ポスター等の掲示 継続 

2 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、チラシ等の掲示 継続 

3 釧路町地産地消センターロ・バザール イベントポスター、チラシ等の掲示 継続 

4 釧路町総合体育館 
ワンダグリンダ☆ニュース、イベントポスター等の掲示、チラシ配

架 
継続 

5 達古武オートキャンプ場 
ワンダグリンダ☆ニュース、イベントポスター等の掲示、チラシ配

架 
継続 

6 細岡ビジターズラウンジ 
ワンダグリンダ☆ニュース、イベントポスター等の掲示、チラシ配

架 
継続 

7 標茶町博物館 
ワンダグリンダ☆ニュース、イベントポスター等の掲示、チラシ配

架 
継続 

8 豊文堂書店北大通店 ワンダグリンダ☆ニュース、イベントポスター、チラシ等の掲示 継続 

9 企業組合ウェルフェアグループ ワンダグリンダ☆ニュース、イベントポスター、チラシ等の掲示 継続 

9施設 

 

 

 


