
記 者 発 表 資 料
平成３０年 ６月 ２５日

筑後川・矢部川河川愛護推進協議会

河川で親しんでもっと色んな事を知ろう。

河川愛護月間行事を開催します！

７月は河川愛護月間です。
期間中、全国各地で国や県、市町村が中心となって、川の素晴らしさや水の大切さ

を呼びかける様々な取り組みを実施しています。

筑後川・矢部川河川愛護推進協議会は、ＮＰＯ法人 筑後川流域連携倶楽部、
筑後川まるごと博物館、独立行政法人水資源機構筑後川局、一般社団法人 北部
九州河川利用協会及び行政機関（国土交通省 筑後川河川事務所、福岡県、久留
米市）と協働で河川愛護月間行事に取り組んでいます。

◆７月中は筑後川防災施設「くるめウス」を中心に盛りだくさんのイベント開
催！！
家族や子どもたち同士で参加できる催しをたくさん用意しました。
川にふれ合うことで自然の素晴らしさを実感してみてください！
（詳細は別紙参照ください）

場 所：筑後川防災施設 「くるめウス」
久留米市新合川1-1-3（百年公園東側） 電話09４2-４ 5-50４2
入館無料 毎週月曜休館（月曜祝日の場合は翌日休館）

《記者発表相手先》久留米市の各記者クラブ

【 お問い合わせ先 】

国土交通省筑後川河川事務所 管理課長 最所 TEL(０９４２)３３ -９１８５
福岡県久留米県土整備事務所 用地課 松本 TEL(０９４２)４４ -５５０５
久留米市 都市建設部 河川課 本山 TEL(０９４２)３０ -９０７５



平成３０年度 河川愛護月間 期間中の行事内容  

① ７月４日（水）10：30～12：30 防災・減災ワークショップ                 
１．内容：いつどこで起こるかわからない災害に対する備えを防災士によるワークショップで学ぶ。 

２．参加者：地域住民 ３．参加費：無料 ４．定員３０人（６月２０日受付締切） 

② ７月７日(土) 14：00～16:00 昭和２８年大水害を伝える会                  
１．内容：昭和２８年水害を体験した人の証言会   ２．参加者：地域住民 ３．参加費：無料 

③ ７月７日(土)  19：07 水辺で乾杯！２０１８                         
１．内容：国交省ミズベリングプログラム。各自近くの水辺で上記時間に乾杯を行う。 

④ ７月１４日(土) 9:30～11:00   川のお掃除活動                                  
１．内容：高良川、筑後川河川敷の清掃、回収したゴミの分別。  ２．参加者：地域住民、ＮＰＯ関係者、行政

関係者他 ３．参加費：無料 ４．備考：軍手、火バサミ、袋はくるめウスで用意します。 

⑤ ７月１４日(土) 11:00～13:00  筑後川クルーズヨガ                   
１．内容：観光船に乗船し、船内でヨガを体験（乗船時間 11 時 20 分～12 時 30分） ２．参加者：地域住民 

３．参加費：1,000 円（ヨガマットのない方は別途 300 円徴収） ４．定員 15人（要事前申し込み・先着順） 

⑥ ７月１４日(土) 14:30～16:40  くるめんリバークルーズ               
１．内容：観光船で合川地区～水天宮付近までを周遊（乗船時間 15 時 20 分～16 時 30 分） ２．参加者：地域住民 

３．参加費：1,000 円（小学生以下は無料） ４．定員 50人（要事前申し込み・先着順） 

５．備考：小学生以下の乗船には保護者の同伴が必要。 

⑦ ７月１６日(月・祝) 14:00～16:00  日本水大賞受賞報告会・河川愛護活動報告会
１．内容：日本水大賞を受賞した２団体による活動報告ならびに受賞の報告。市民団体会員による河川愛護活動の

事例報告 ２．参加者：地域住民 参加費：無料 定員：特になし  

⑧ ７月１６日(月・祝) 9:30～12:30 こーら川こども探検隊①                    

  ７月２５日(水) 9:00～12:30 こーら川こども探検隊②             

  ７月２９日(日) 9:30～15:00 こーら川こども探検隊③                  
１．内容：高良川での魚の観察。終了後は活動のまとめを作成 ２．参加者：小学生 

３．参加費：各２，５００円 定員：２０人（要事前申し込み・先着順）

⑨ ７月２２日(日)  10：00～12：30  子ども水辺チャレンジ                              

１．内容：川遊び、川のゴミ拾い  ２．参加者：地域住民（子供が中心）、ＮＰＯ関係者 

３．参加費：５００円 定員：１５人（要事前申し込み・先着順）

⑩ ７月２２日(日)  13：30～16：00 ゴミゼロポスターづくり（捨てないでキャンペーン） 

１．内容：川のゴミ調べ、啓発ポスターづくり  ２．参加者：地域住民（子供が中心）、ＮＰＯ関係者 

３．参加費：無料 定員：１５人（要事前申し込み・先着順）

⑪ ７月１３日（金）～ 筑後川とつながる海の生き物写真展                                 

１．内容：ダイビング専門家等が撮影をした九州近海の生き物の写真展示。  

２．観覧料：無料  開館中はご自由にご覧いただけます。 

⑫ ７月１日（日）～随時開催 河川愛護団体紹介事業                                       
１．内容：河川愛護活動団体の紹介ならびに、活動に対する質問の受付など。  



kasen aigo gekkan

土

お子様向クイズ大会
　もあります！

小学１年生から６年生までの児童
（３年生以下は保護者同伴）

くるめウスでのイベントもりだくさん ！

宮の陣駅

久留米アリーナ

高良川での川遊びや
ゴミ拾いにチャレンジ！

子供たちや学生・市民団体
による活動報告会！

参加費　無料
定　員　申し込み不要

きれいな川をまもるための啓発ポスター作り

定　員　先着５０人
　　　     （小学生以下は保護者同伴）

参加費　中学生以上1,000円
　　　　小学生以下　無料

小学１年生から６年生までの児童
（３年生以下は保護者同伴）

定　員　先着15人
参加費　500 円

!
要!

参加費　　無料
定　員　先着15人

!
要!

!
要!

約90分の遊覧

　百年公園駐車場も御利用頂けます。



お し み
お電話、くるめウス館内にて受付しています。
定員になり次第終了です。☎0942（45）5042

　 　
！

土 
①午前の部10:00～12:00
②午後の部14:00～16:00
参加費　2,500円

・ぼうさい
　
14:00～16:00
参加費　無料

リバースノーケリング
　

定　員　特になし
どなたでも参加可能

参加費　無　料

土

土

土

昭和28年水害を体験した人の証言会

定　員　特になし
どなたでも参加可能

参加費　無　料

定　員　それぞれ先着20人

水

参加費　各回2,500円　全３回で7,500円
魚の専門家が指導する自然体験活動

!
要!

定　員　先　着　30人
参加費　無　料

水

　　　（要事前予約）託児あり　　

!
要!

定　員　先着　１５人
対　象　小学5年生以上

講　師　山口　いづみ氏　　　　

参加費　1,000円　　　

!
要!

（ヨガインストラクター）

（ヨガマットのない方は別途300円）

は
　汚れても大

丈夫な服装で

　　　おこし
ください♪

　みんなで川の

　　　ゴミ拾いをし
ます！

観光船に乗船し水上で
ハタヨガを体験します

各先着７人（年長児～小６）
保護者同伴

日 

いつどこで起こるか
わからない災害に備えて

River

くるめウス
この を つ を

と め

　　　　　　　　にて

イベント

　　を します！。

らかな の れは

いと

いを える です

くるめウス

要!

6月 20日受付締め切り

6月 15日　正午より受付開始

！
 IN
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