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第 45号

年 12月

緑綬褒章受章 おめでと す

～犬鳴 ～

第 号

すすすす

～～
　「犬鳴川みどりの会｣が､長年にわたり社会に奉仕する活動 ( ボランティ

ア活動 ) に従事し､顕著な実績を挙げた方に授与される緑綬褒章を受章

されました。

　「犬鳴川みどりの会｣は､宮若市の方々を中心とする団体で､犬鳴川河川

公園を平成７年から欠かさず除草･清掃しておられます｡毎年春と秋に開

催される｢犬鳴川桜まつり｣と｢芋煮会｣には､住民や地元企業から多くの方

々が参加します。

  事務局長の入江修さんは｢20 年間続けるのは大変でしたが､多くの方々に犬鳴川河川公園に

親しんでいただいており､とてもうれしく思っています｣と話していました。

「犬鳴川　桜まつり」の様子

「芋煮会」の様子

犬鳴川みどりの会 会長の
来島仁左エ門鴻司さんと
副会長の永冨良子さん

11月13日に行われた伝達式の様子

年 12月

に行われた伝達式の様子

水辺で乾杯水辺で乾杯
九州河川協力団体連絡会議 遠賀川圏域ブロック会議を開催しました

　国土交通省は､九州各地で活躍しておられる河川協力団体と協働で魅力ある川をつくるため、

九州内の７つのブロックで河川協力団体と話し合う 『九州河川協力団体連絡会議　圏域ブロック

会議』 を行っています。

　１１月５日 ( 木 ) には遠賀川圏域のブロック会議を遠賀川水辺館で開催しました｡遠賀川流域の

河川協力団体である｢遠賀川流域住民の会」､「笹尾川水辺の樂校運営協議会」､「直方川づくり

の会｣に参加いただき､遠賀川の川づくりに関するご意見を伺うとともに遠賀川圏域の目標を話し

合いました。

　河川協力団体の皆さんから｢流域内外への情報発信が大切」､「各団体が活動を情報発信すれ

ば､仲間を増やせていけるのではないか｣などの意見をいただきました｡そして､遠賀川圏域の目

標として､水辺に集い､粋に静かに楽しむ｢水辺で乾杯｣を遠賀川流域で企画することとなりました。

　「水辺で乾杯｣は､どなたでも気軽にご参加いただけます｡詳細は今後｢流域だより｣でご案内い

たしますので､どうぞご期待ください。

各団体から、活動内容もご紹介いただきました。
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遠賀川水源地ポンプ室をモチーフにした砂像

   １０月２３日 ( 金 ) から１１月８日 ( 日 ) まで､芦屋町のレジャープール･アクアシアンの特
設会場で 『あしや砂像展』 が開催されました。
　昨年､９年ぶりに復活した砂像展｡今年は｢産業革命｣をテーマに､世界文化遺産に今年
登録された官営八幡製鉄所の旧本事務所 ( 北九州市八幡東区 ) や遠賀川水源地ポン
プ室 ( 中間市 ) など､国内外の施設をモチーフにした２９基の砂像が並びました。
　砂像は国内外の５人のプロ彫刻家により制作され､夜間はライトアップで幻想的な光景
が広がりました。
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９年振りの復活から･･･｢あしや砂像展｣今年も開催９年振りの復活から･･･｢あしや砂像展｣今年も開催

ライトアップされライトアップされた砂像

大任町のマスコットキャラクター　　しじみの「大ちゃん」と「花ちゃん」

みんな川に入ってしじみ採り。
バケツの中には・・・たくさん採れて
 いるようです。

しじみ採り。
さん採れて

 　１０月１８日 ( 日）､彦山川の大任町水辺公園で 『第２９回しじみ祭り』 が開催され､多くの
家族連れで賑わいました｡
　この祭りは､大任町商工会青年部･女性部が｢1 個のしじみが､1 日コップ 1 杯の水を浄化
する｣というしじみの浄化作用に着目し､しじみや川とふれあうことで自然の大切さを理解し
てもらうことを目的に毎年開催しておられます。 
　当日は天候にも恵まれ､しじみ採りに熱中する親子や川の中を楽しそうに歩く子ども達で
賑わっていました｡「いっぱいしじみが採れた｣と喜ぶ子どもたち｡大任中学校のブラスバンド
や今任小学校の和太鼓､大任町消防団による記念放水も行われました｡また､女性部が準
備したしじみ汁も多くの方々にふるまわれました｡

しじみで水をきれいに　第29回 大任町しじみ祭りしじみで水をきれいに　第29回 大任町しじみ祭り
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秋の中島・観察会 中中島に生息する生物を観察
　遠賀川河口から約１２㎞､中間市にある中島は､３０ha もの広大な中州です｡中島には大規模

なヨシやオギの草地やタブノキなどの樹林､動物や鳥類の生息地など､生物の豊かな生息･生

育空間があります。

  １０月１７日 ( 土）､『秋の中島 ・ 観察会』 が開催されました｡主催者の｢中島自然再生協議会」

の会員をはじめ､住民や北九州市野鳥の会の皆さんが､中島を散策しながら野鳥や魚を観察

しました｡同協議会は､竹林の整備やクリークのヒシの駆除など､中島の自然再生に取り組んで

おられます。

 観察会では､水面を移動したり群れで飛ぶ鳥を眺め､草原から聞こえる様々な鳥の声を聞き分

けながら､２３種の鳥を確認しました｡また､クリークや水路に投網して捕獲した魚をつかって､講

師の方から魚の特徴や見分け方などを教わりました｡最後に､会員の皆さんがつくられた団子

汁が参加者にふるまわれました。汁が参加者にふるまわ

観察会日和 !!

魚の観察
中島

クリークに投網をして魚を捕獲

鳥の観察

「宮若ふるさと祭り」で啓発活動 ～～宮若川づくり交流会～

　 １０月２５日 ( 日）､宮若市で 『宮若ふるさと祭り』 が開催されました。

　 地元で活動する｢宮若川づくり交流会｣は､川の生き物の展示や水の透視度比較 （薬研

谷の湧き水､ドリームホープ若宮裏の瀬戸川の水の２種類）､パネル展示を通じて､犬鳴川

の水質向上を呼びかけました｡訪れた方々は､川の生き物に関する解説や､わずかな味噌

汁が水質に与える影響などに聞き入っていました。

　 たくさんの方に､日常生活と川の関係を考えていただく機会となりました。

川の水って、
どのくらい
透明なんだ
ろう･･･？

なにしてるのー？？？

みんな、興味津々！！

さかな、ゲット!!!

土管の中に
ささかながいるのー!!
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下流圏域で紹介するマップは､観光スポットや自然､歴史などさまざまな散策スポットや散策

コースごとのマップが掲載されています。

詳しくは下記ホームページをご確認ください｡下流圏域でお気に入りのスポットを探してみよう！

ざまな散策スポットや散

入りのスポットを探してみ

散策

みよう！

下流圏域の散策マップ

お問い合わせ先 : 芦屋町観光協会  TEL:093-221-1001(http://ashikan.jp)

                         中間市文化遺産活性化実行委員会

                         TEL:093-244-1111( 中間市ホームページ http://www.city.nakama.lg.jp）

                         遠賀町 まちづくり課 産業振興係 

                         TEL:093-293-8233 （遠賀町ホームページ http://www.town.onga.lg.jp）

直鞍圏域からは､「まち歩きマップ」やエリアごとに見どころをまとめた観光マップを紹介します｡

各スポットの詳細な情報がたくさん紹介されています。

詳しくは下記ホームページをご確認ください｡直鞍圏域でいろいろなスポットを楽しんでみては

いかがでしょうか。

た観光マップを紹介し

なスポットを楽しんでみ

します

みては

す｡

は

直鞍圏域の散策マップ

お問い合わせ先 :

　直方市観光物産振興協会

　TEL:0949-28-8135(http://www.nogata-kanko.com）

  宮若市役所 産業観光課 TEL:0949-32-0519　

　（宮若市ホームページ http://www.city.miyawaka.lg.jp） 

   鞍手町役場 地域振興課 TEL:0949-42-2111　

　（鞍手町ホームページ http://www.town.kurate.lg.jp）

 嘉飯圏域からは､テーマごとのマップや「日本のエネルギー産業を支えた炭鉱」という

テーマで広域的に筑豊を紹介しているパンフなどがあります｡

詳しくは下記ホームページをご確認ください｡パンフを片手に嘉飯圏域を歩いてみよう！

業を支えた炭鉱」という

飯圏域を歩いてみよう！

嘉飯圏域の散策マップ

お問い合わせ先 : 飯塚観光協会

　　　　　　　　　　　　TEL:0948-22-3511(http://www.kankou-izuka.jp）

　　　　　　　　　　  　嘉麻市観光まちづくり協議会事務局 ( 嘉麻市産業振興課内） 

　　　　　　　　　　　　TEL:0948-57-3154(http://www.e-kama.net）

田川圏域からは田川エリア８市町村の情報を発信している情報誌「はっち」を紹介します｡

２０１５秋冬号ではイベント情報や秋・冬の見どころスポットが数多く紹介されています｡

詳しくは､田川広域観光協会のホームページをご確認ください｡

情報誌「はっち」を確認したら､さっそく田川圏域に出かけてみましょう｡

報誌「はっち」を紹介し

数多く紹介されています

｡

ましょう｡

します

す｡

す｡

田川圏域の散策マップ

お問い合わせ先 : 田川広域観光協会　　TEL:0947-45-0700 (http://tagawa-net.jp）

流域内の市町村ごとやテーマを設けた散策マップを紹介いたします。
ここに取り上げているもの以外にも､各市町村､観光協会､商工会議所などのホームページで散策マップ､観
光案内がたくさん掲載されていますので､いろいろなマップを手に入れて､散策してみてはいかがでしょうか．．．



事前申込が必要なイベントがあります。また、天候により開催日が変わることがありますので、お問い合わせ先にご確認ください。

※ 12月～112月～1月の水辺イベント情報 次ページの地図に各イベントの場所を示しています。

①道の駅おおとう桜街道道の駅おおとう桜街道
イルミネーションイルミネーション

１１月下旬～１月３１日（日）１１月下旬～１月３１日（日）
概要：期間中､約５０万のLED球によるイル
        ミネーションが道の駅内とその周辺
　　　 に輝きます。
　　　 ※点灯時間17時30分～22時30分
会場：道の駅おおとう(大任町今任原1339) 
　 問：道の駅おおとう桜街道
  　　　tel.０９４７－６３－４４３０

②第１９回日本一の大門松祭第１９回日本一の大門松祭

１２月６日（日）１２月６日（日）
概要：高さ約9.5m・直径約5mの大門松を約
        １ヶ月かけて2基作ります。
        もちまきや司書太鼓､剣詩舞等のス
        テージのほか､手打ちそば・つきたて
        餅・焼き牡蠣の出店があります。
ライトアップ：１２月６日～平成２８年１月１４日
                 （夕方６時～夜１０時）
会場：ドリームホープ若宮横の駐車場
        （福岡県宮若市脇田）
        問：宮若市観光協会（月曜定休）
        tel.０９４９－５５－９０９０

③献鮭祭献鮭祭

１２月１３日（日）１２月１３日（日）
概要：嘉麻市の鮭神社は､鮭を神様の使い
        として祀る全国でも珍しい神社です。
        その年に遠賀川流域を遡上してきた
        鮭を奉納します。
会場：鮭神社（嘉麻市大隈５４２） 
　 問：広報担当（大里さん） 
        tel．０９０－７３８８－８０１１

④彦山川ｸﾘｽﾏｽｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ彦山川ｸﾘｽﾏｽｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ
１２月２３日(水)～２５日(金)１２月２３日(水)～２５日(金)

概要：彦山川を子や孫に誇れるふるさとの
        川として伝えていくため､河川敷にイ
        ルミネーションを設置します｡イルミ
        ネーションを鑑賞しながら､川の現状
        と将来を考えよう！
会場：彦山川ばんだごうら河川敷
        （田川市伊田：神幸祭の会場）
主催：イルミネーション実行委員会
         

⑤遠賀川源流若水くみ遠賀川源流若水くみ
１ 月１日（祝）１ 月１日（祝）

概要：年の神を迎え､一年間の家族の健康
        と五穀豊穣を祈願する行事｡昔は年
        男(世帯主か長男)が暗いうちに起き
        て井戸や近くの川から水を汲んで神
        棚に供えていたそうです。
会場：嘉麻市桑野　遠賀川源流公園
        （国道211号線　嘉麻峠手前）
   問：I LOVE遠賀川in嘉穂実行委員会
        tel.０９０-４５８１-８６４９（松岡さん） 

⑥第１回のおがた新春マラソン第１回のおがた新春マラソン
１月１０日（日）１月１０日（日）

概要：誰もが走れる市民マラソ ンとして先
        駆けとなった｢第40回大濠新春マラソ
        ン大会｣と｢第38回新春マラソン｣を合
        併して開催されます。
会場：直方市溝掘　
        遠賀川水辺館前河川敷公園 
   問：新日本スポーツ連盟
        tel.０９３－６６２－９２７８

⑦どんど焼きどんど焼き
１月１７日（日）１月１７日（日）

概要：｢日本一の大門松祭」の大門松を解
　　　　体して火をつけ､お正月のしめ飾り
　　　  なども一緒に燃やします｡一年の無
        病息災を祈るイベントです。
会場：ドリームホープ若宮横の駐車場
        （福岡県宮若市脇田） 
　 問：宮若市観光協会（月曜定休）
        tel.０９４９－５５－９０９０

⑧第３５回ふるさと遠賀川親子第３５回ふるさと遠賀川親子
凧あげ大会　凧あげ大会　

１月２４日（日）１月２４日（日）
概要：｢親子のふれあい子どもたちの笑顔｣を目
        的に毎年開催しています｡手作りの凧をあ
        げて創作凧コンテスト(市販の凧も可)を行
        います。（受付は当日10時から）
会場：中間市役所前遠賀川河川敷
        ※雨天の場合は｢働く婦人の家｣
           (中間小学校横)で実施
   問：中間市子ども会育成連絡協議会
        tel．０９３－２４６－２３２

第５回　I LOVE遠賀川流域リーダーサミット開催のお知らせ第５回　I LOVE遠賀川流域リーダーサミット開催のお知らせ

日 時 ： 平成28年1月24日 13時30分～16時

場 所 ： なかまハーモニーホール（駐車場有）
〒809-0014 福岡県中間市蓮花寺3丁目7番1号

主 催 ： 国土交通省遠賀川河川事務所・ＮＰＯ法人遠賀川流域住民の会

後 援 ： 福岡県・遠賀川流域22市町村

遠賀川水系水質汚濁防止連絡協議会

遠賀川水系水道事業者連絡協議会

問合せ先 ： 国土交通省九州地方整備局遠賀川河川事務所

℡:0949-22-1830

前回 の様子

入場
無料

専門家による講演､流域の代表首長等によるディスカッションを予定しています。

皆様のお越しをお待ちしています。
遠賀川流域だより 2015.12－⑥



玉屋神社（般若窟） 玉屋神社（般若窟） 

英彦⼭神宮奉幣殿
(国指定重要⽂化財) 
英彦⼭神宮奉幣殿
(国指定重要⽂化財) 

大南神社
(大南窟)上宮 
大南神社
(大南窟)上宮 

高住神社
(豊前坊) 
高住神社
(豊前坊) 

中宮
(中津宮)
中宮
(中津宮)

英彦山神宮 英彦山神宮 
下宮下宮

砥上神社（中津屋神社）砥上神社（中津屋神社）
明浄院 明浄院 

砥上岳大山祇神社砥上岳大山祇神社
五玉神社 五玉神社 

首なし地蔵 首なし地蔵 

サヤンカミ サヤンカミ 内山田天神社 内山田天神社 

鮭神社 鮭神社 

円通寺 円通寺 

麟翁寺 麟翁寺 
北斗宮 北斗宮 

コウゴイシ コウゴイシ 
お菊大明神（皿屋敷跡）お菊大明神（皿屋敷跡）

白馬山景福安国寺 白馬山景福安国寺 

一字一石塔  一字一石塔  

種因寺 種因寺 

⼟師⽼松神社⼟師⽼松神社
長明寺 長明寺 

蒲田天神様

弁財天様 弁財天様 

宮森神社宮森神社

西光寺西光寺

稲築八幡宮 稲築八幡宮 
比叡神社 比叡神社 

⼟居の観⾳様⼟居の観⾳様

⼟居⽼松神社⼟居⽼松神社

九郎丸貴船神社九郎丸貴船神社

豆田天満宮豆田天満宮
土居菩薩堂 土居菩薩堂 

大分八幡宮 大分八幡宮 

箕島神社箕島神社

寿命貴船神社 寿命貴船神社 

小市郎様（小市神社）小市郎様（小市神社）
大養院大養院

光明寺 

岩嶽稲荷 
建徳寺古墳公園建徳寺古墳公園

諏訪神社 諏訪神社 

須佐神社 須佐神社 

春日神社 春日神社 

我鹿八幡宮 我鹿八幡宮 

岩亀八幡宮 岩亀八幡宮 

光明八幡神社 光明八幡神社 

愛宕山照智院 愛宕山照智院 

奥の院（赤村） 奥の院（赤村） 

鶴岡八幡神社 鶴岡八幡神社 
光願寺 光願寺 

須佐神社須佐神社
高座石寺 高座石寺 

風治八幡宮 風治八幡宮 

香春神社 香春神社 

金田菅原神社 金田菅原神社 
円大山常立寺 円大山常立寺 

天照皇大神宮 天照皇大神宮 

古宮八幡神社 古宮八幡神社 

金村神社の天井絵 金村神社の天井絵 

鏡⼭⼤神社鏡⼭⼤神社

定禅寺 定禅寺 

稲荷神社 稲荷神社 

現人神社 現人神社 
清祀殿 清祀殿 

飯土井神社 飯土井神社 

亀山神社 亀山神社 絹干神社絹干神社

貴船神社 貴船神社 

長谷寺 長谷寺 

興国寺 興国寺 大祖神社 大祖神社 南良津神社 南良津神社 

圓徳寺圓徳寺西徳寺西徳寺

多賀神社（直方市） 多賀神社（直方市） 

雲心寺雲心寺

随専寺随専寺

清水寺（宮若市） 清水寺（宮若市） 

山口八幡宮山口八幡宮

日吉神社日吉神社

瑞石寺瑞石寺

黒水宮黒水宮

観音堂 観音堂 

梅安天満宮 梅安天満宮 

惣社宮惣社宮惣社宮

龍神社 龍神社 

埴生神社埴生神社

月瀬八幡宮月瀬八幡宮

貴船神社貴船神社

八剱神社八剱神社 河守神社 河守神社 

岩津神社岩津神社

安養寺安養寺

金台寺金台寺

禅寿寺禅寿寺

岡湊神社岡湊神社

安長寺安長寺

厳島神社 厳島神社 
狩尾神社狩尾神社

安楽寺（輪蔵附経蔵） 安楽寺（輪蔵附経蔵） 
大願寺大願寺

筑⼭天満宮（菅原神社）筑⼭天満宮（菅原神社）

法輪寺 法輪寺 

大注連縄大注連縄

旧亀石坊庭園旧亀石坊庭園
政所坊庭園政所坊庭園

逆鉾岩逆鉾岩

梵字ヶ岩梵字ヶ岩

英彦山銅鳥居（国指定重要文化財）英彦山銅鳥居（国指定重要文化財）

財蔵坊（県指定有形民俗文化財）財蔵坊（県指定有形民俗文化財）

作の神の大石作の神の大石
投げ込みの井堰投げ込みの井堰

ニノ尾の大石ニノ尾の大石

益富城址益富城址城尾城跡城尾城跡

西田地区遺跡群西田地区遺跡群 十三塚跡十三塚跡

土師地区遺跡群跡土師地区遺跡群跡
八王寺横穴墓群（郡）八王寺横穴墓群（郡）

沖出古墳沖出古墳

明寺原古墳跡明寺原古墳跡

五智如来板碑五智如来板碑地頭屋敷跡地頭屋敷跡

後藤屋跡後藤屋跡
豆田大日如来堂豆田大日如来堂

大分廃寺塔跡大分廃寺塔跡

天神山古墳天神山古墳
宝塚古墳１・２号墳宝塚古墳１・２号墳

土居の地蔵様土居の地蔵様
筑前竹槍一揆の門筑前竹槍一揆の門中屋古墳群中屋古墳群

金比羅山古墳金比羅山古墳

瀬戸古墳群瀬戸古墳群

大日隈古墳平古墳大日隈古墳平古墳
茶臼山古墳茶臼山古墳

宮ノ上古墳宮ノ上古墳

一里塚跡一里塚跡
茶かすの地蔵茶かすの地蔵

山野の石像群山野の石像群

小正西古墳小正西古墳

虚空蔵堂虚空蔵堂 長崎街道飯塚宿跡長崎街道飯塚宿跡
飯の山飯の山

舫石（もやいいし）舫石（もやいいし）

川島古墳川島古墳

立岩遺跡立岩遺跡

旧伊藤伝右衛門邸旧伊藤伝右衛門邸

柳原白蓮歌碑柳原白蓮歌碑

重要文化財中島家住宅 岩石場光蓮寺の菩提樹蓮
光寺輪蔵附経蔵
光蓮寺の菩提樹蓮
光寺輪蔵附経蔵

赤坂小梅生誕の地赤坂小梅生誕の地

内田三連橋梁内田三連橋梁
六人仏六人仏

国境石国境石

千人塚千人塚

伊方古墳伊方古墳

糸田城址糸田城址

岩屋古墳岩屋古墳

岩屋鍾乳洞岩屋鍾乳洞

岩屋ロマンスが丘岩屋ロマンスが丘
御茶屋の門御茶屋の門

呉中平雪穴呉中平雪穴

夜泣き石夜泣き石
仲哀隧道（国の登録文化財）仲哀隧道（国の登録文化財）

呉川眼鏡橋（国の登録文化財）呉川眼鏡橋（国の登録文化財）
伊能忠敬止宿の地伊能忠敬止宿の地勾金陵墓参考地勾金陵墓参考地

河内王の墓河内王の墓
欅坂橋梁欅坂橋梁

神宮院・高座石寺 神宮院・高座石寺 

ミノ台地遺跡ミノ台地遺跡
石灰窯跡石灰窯跡

神間歩神間歩

百太夫社百太夫社
猿百太夫の墓猿百太夫の墓

草場城址草場城址

合屋古墳合屋古墳

元吉の殿墓元吉の殿墓

鹿毛馬神籠石鹿毛馬神籠石

旧松喜醤油屋旧松喜醤油屋

方城岩屋磨崖梵字曼荼羅方城岩屋磨崖梵字曼荼羅

鷹取城跡鷹取城跡
金辺観音金辺観音

興国寺仏殿興国寺仏殿

嘉麻川橋梁嘉麻川橋梁
竹原古墳竹原古墳

損ケ熊古墳損ケ熊古墳

百塚古墳百塚古墳

ターンテーブルガーター橋ターンテーブルガーター橋
ひよく塚ひよく塚

美術館収蔵庫美術館収蔵庫

貝島太助邸跡貝島太助邸跡

徳永邸と桜町小路徳永邸と桜町小路
直方歳時館直方歳時館

猫城址猫城址

感田遺跡感田遺跡

薬師如来薬師如来

十字架の塔十字架の塔

長谷の三尊檜長谷の三尊檜

伊藤常足旧宅伊藤常足旧宅

木造不動明王及二童子像木造不動明王及二童子像

堀川の中間唐戸堀川の中間唐戸堀川の中間唐戸

埴生神社埴生神社

月軒遺跡月軒遺跡

山鹿貝塚山鹿貝塚

通谷電停通谷電停

千光院大蘇鉄千光院大蘇鉄

立屋敷遺跡跡
（稲作文化発祥の地）
立屋敷遺跡跡
（稲作文化発祥の地）

寿命の唐戸寿命の唐戸

地蔵堂（火切地蔵）地蔵堂（火切地蔵）
閻魔堂（立地蔵）閻魔堂（立地蔵）

車返しの
切り通し跡
車返しの
切り通し跡

もやい石もやい石

吉田川の伏越吉田川の伏越

土師窯土師窯

直方市石炭記念館　　　直方市石炭記念館　　　

忠隈のボタ山忠隈のボタ山

法橋琳弁石卒都婆法橋琳弁石卒都婆

石炭資料展示場（鞍手町）石炭資料展示場（鞍手町）

宮若市石炭記念館宮若市石炭記念館

九州日立マクセル赤煉瓦記念館九州日立マクセル赤煉瓦記念館

田川市石炭・歴史博物館田川市石炭・歴史博物館

吉隈鉱業所跡吉隈鉱業所跡

三菱飯塚炭礦巻上機台座三菱飯塚炭礦巻上機台座

平山鉱業所跡平山鉱業所跡

遠賀川水源地ポンプ室遠賀川水源地ポンプ室

整理溝（杉の木井堰）整理溝（杉の木井堰）

遠賀川河口館遠賀川河口館

鮎返り鮎返り

遠賀川水辺館遠賀川水辺館

白谷の池白谷の池

鷹取山鷹取山

大法山大法山

馬頭岳馬頭岳

剣岳剣岳

六ヶ岳六ヶ岳

千石峡千石峡

白馬山白馬山

英彦山英彦山

三郡山三郡山

大根地山大根地山

長谷山長谷山

古処山古処山
屏山屏山 馬見山馬見山

戸谷ヶ岳戸谷ヶ岳

戸谷自然ふれあいの森戸谷自然ふれあいの森

岩石山岩石山

戸城山戸城山

飯岳山（大坂山）飯岳山（大坂山）

石割ビワ石割ビワ

福智山福智山

雲取山雲取山

尺岳尺岳

赤松台赤松台

サイクリングロード
自然歩道
有料道路
民間鉄道

JR線
駅

自然（山・森）
国定公園

水辺の施設

都道府県立自然公園

①～⑥水辺のイベント

史跡・名勝

神社・仏閣

炭坑遺構

⑧第35回ふるさと遠賀川親子凧揚げ大会　第35回ふるさと遠賀川親子凧揚げ大会　

⑦どんど焼きどんど焼き

⑥第1回のおがた新春マラソン第1回のおがた新春マラソン

⑤遠賀川源流若水くみ遠賀川源流若水くみ
　

④彦山川クリスマスイルミネーション彦山川クリスマスイルミネーション

③献鮭祭献鮭祭

　

②第19回日本一の大門松祭第19回日本一の大門松祭

①道の駅おおとう桜街道イルミネーション道の駅おおとう桜街道イルミネーション

　

1月24日（日）

⑧第３５回ふるさと遠賀川
　　　　親子凧あげ大会  

 1月17日（日）⑦どんど焼き  

⑥第１回のおがた新春マラソン
　　　　　　1月10日（日）

1月1日（祝）
⑤遠賀川源流若水くみ　    　   

12月23日(水）～12月25日（金）

④彦山川クリスマス
　 イルミネーション 

③献鮭祭 12月13日（日）

12月6日（日）
②第１９回日本一の大門松祭  

11月下旬～1月31日（日）

①道の駅おおとう桜街道
　　　イルミネーション 

明寺 明寺 

嶽稲荷 嶽稲荷 

遠賀川  水辺のイベント（１２月～１月）遠賀川  水辺のイベント（１２月～１月）遠賀川  水辺のイベント（１２月～１月）遠賀川  水辺のイベント（１２月～１月）

遠賀川流域だより 2015.12－⑦



遠賀川流域だより 2015.12－⑧⑧

遠賀川河川事務所からのお知らせ遠賀川河川事務所からのお知らせ

災害から大切な方を守るために．．．災害から大切な方を守るために．．．
～　国土交通省ハザードマップポータルサイトのご案内　～～　国土交通省ハザードマップポータルサイトのご案内　～

本サイトの使い方やポイントを紹介した資料･パンフレットを閲覧･ダウンロードすることができます。 

あなたや大切な方がお住まいのまちは､大雨が降ったときにどこが浸水しやすいでしょうか｡また､土砂災害の危険が

あるところ､避難場所はどこでしょうか。

「国土交通省ハザードマップポータルサイト｣では､全国の市町村の｢ハザードマップ｣をご覧いただけます｡万が一の

災害からご自身や大切な方を守るため､ぜひ一度アクセスしてみてください｡

遠賀川流域だより 皆様のご意見、ご感想をお寄せください。
発行　　国土交通省遠賀川河川事務所
　　　　　住所  　直方市溝堀 １ 丁目 １ － １
　　　　　電話　 　（ ０ ９ ４ ９ ） ２ ２ － １ ８ ３ ０
　　　　　F　A　X　  （０ ９ ４ ９ ） ２ ２ － ２ ８ ５ ９
　　　　　H P アドレス　 http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/

協力　　N P O 法人遠賀川流域住民の会

　　　　　電話　 ０ ９ ４ ８－２ ２－３ ５ ３ ５

　　　　　 ht tp ://www. ongagawa. jp/

　
　
遠

賀川のシンボルマ
ーク
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