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森は海の恋人～遠賀川の源流の森を守ろう　源流の森再生応援団森は海の恋人～遠賀川の源流の森を守ろう　源流の森再生応援団

　 ９月２４日 ( 日 )､ＮＰＯ法人遠賀川流域住民の会の呼びかけで｢源流の森再生応援団｣として

嘉麻市千手長野地区で竹林整備が行われました｡今回で８回目の作業となった当日､遠賀川流

域から沢山の住民や学生､企業､行政の皆さんが集まってきました｡地元から毎年参加している

福岡県立嘉穂総合高等学校嘉麻市立大隈城山校の１､２年生の生徒の皆さんは山で竹の積み

出し､３年生は炭焼き小屋で､竹を四つ割りにして､束ねる作業を行いました｡大人の人と一緒に

同じように作業を行うため､最初は悪戦苦闘していましたが､すぐ慣れて､とても上手に作業を行っ

ていました｡大人の人たちとの話も弾み､笑顔や笑い声で作業場がとても和んでいました｡参加さ

れた方は｢若い人たちは頼もしい｡若い人に交じって森を守る活動ができました｡｣と嬉しそうに話

していました。
①竹を伐採①竹を伐採

②切った竹をリレー渡しで運び出し

③ひたすら運び出し③ひたすら運び出し ⑤竹を４つに割ります ⑦炭焼き窯で竹炭に

④次は車両でまとめて運搬 ⑥割った竹を束ねていきます

森林環境の学習会森林環境の学習会

②切った竹をリレー渡しで運び出し ④次は車両でまとめて運搬 ⑥割ったた竹を束ねていきます

地元の児童により犬鳴川の清掃活動地元の児童により犬鳴川の清掃活動

　 宮若市原田地区を流れる犬鳴川の堤防では､気持ちよく散策できるようにと原田自治犬鳴会

の皆さんが､清掃活動や除草､パトロールなどの活動を行っています｡その活動の一環として１０

月１１日に地元の宮若西小学校の児童と同会が小学校近辺の堤防の清掃を行いました｡終了

後､「甚内公園｣で昔から大切に祭られている甚内さんについてのお話を聞きました。

犬鳴川で清掃活動 「甚内さん」のお話

遠賀川流域だより 2017.12－③③③

犬鳴川で清掃活動 「甚内さん」の 話ののお話おののお話のお話のお話

彦山川花壇手入れ彦山川花壇手入れ

　１１月１日 ( 水 )､田川ふるさと川づくり交流会は彦山川河川敷 ( 田川市伊田 ) にある花壇の

手入れを行いました｡７月の九州北部豪雨の際､河川敷の花壇が全て流されてしまったため､

今回､地域の皆さんの協力も得て花壇の復旧､土作り等を事前に行い､当日はパンジーの苗

植えを行いました｡河川敷を散歩する多くの市民

を色とりどりの花々が楽しませる事でしょう｡

　参加者より｢ゴミの不法投棄防止にもな

れば｣との話もでていました。

パンジーを植える参加者パンジーを植える参加者



遠賀川流域だより 2017.12－ 遠賀川流域だより 2017.12－④④ ⑤

橋脚壁画｢ふるさと｣の除幕式と｢笹尾川水辺で遊ぼう｣開催橋脚壁画｢ふるさと｣の除幕式と｢笹尾川水辺で遊ぼう｣開催

　 １０月９日 ( 日 )､笹尾川水辺の楽校運営協議会は､笹尾川水辺の楽校 ( 北九州市八幡西

区 ) で１５６名の参加者の下､香月中学校美術部が夏休み中に描き上げた橋脚壁画｢ふるさ

と｣の除幕式と｢笹尾

川水辺で遊ぼう！｣

を同時開催しました｡

　 「笹尾川水辺で遊ぼう！｣では､子供たちがカヌーや竹細工を使ったゲーム､笹尾川に棲む水中のいきものの観察な

どの体験に歓声を上げていました｡終了後は､協議会の宮崎さんが丹精込めて作った新米のカレーを堪能しました｡４回

もお替りした豪傑の子供さんもいました｡

同会の催しは､子ども達が安

全に学べるように事前の学習

会や草刈りなどをし､学習環境

を整えて実施されています。

夏休みに一生懸命頑張って描きました夏休みに一生懸命頑張って描きました

描いた香月中学校美術部の皆さん描いた香月中学校美術部の皆さん

関係者により除幕されました！！関係者により除幕されました！！

カヌーに乗ってみようカヌーに乗ってみよう

美味しいカレーを作っていただきました美味しいカレーを作っていただきました

竹細工を楽しもう竹細工を楽しもう

水中のいきものを水中のいきものを
探してみよう探してみよう

事前に会員などにより草刈りを行い
学習環境を整備

名月を背に参加者で記念撮影

　 　１０月４日 ( 水 ) は中秋の名月､直方川づくり交

流会により｢遠賀川直方の水辺観月会｣が開催され

ました｡地域住民の皆さんをはじめ､壬生直方市長､

松尾小竹町長など約７０名が参加しました｡遠賀川

水辺館の真上に上がった綺麗な満月を参加者で

観賞しました｡

 １０月４日 ( 水 ) は中秋の名月､直方川づくり交

流会により｢遠賀川直方の水辺観月会｣が開催され

遠賀川直方の水辺観月会遠賀川直方の水辺観月会

事前に会員などにより草刈りを行い
学習環境を整備

名月を

観賞しました｡

を背にに参加者で記念撮影

福岡県竹林サミットin飯塚福岡県竹林サミットin飯塚

　  １０月７～８日 ( 土 ・ 日）､飯塚市の立岩公民館で｢第１１回

福岡県竹林サミット in 飯塚｣開催されました｡テーマを～里山

保全と竹の利活用及び竹の文化～として､基調講演を､長野

覺氏 ( 演題 ： 英彦山修験 【山伏】 の竹林育成と守護 ) また､

県内外から７つの団体の皆さんの活動発表がありました｡

黒川河川敷でコスモス畑花観賞会が開催されました黒川河川敷でコスモス畑花観賞会が開催されました
　 １０月２０日 ( 金 )､北九州市八幡西区の筑豊電鉄筑豊香月駅近くの黒川河川敷に咲いたコ

スモスの観賞会 ( 主催 ： ふるさとまちづくりの会 ) が行われました｡

　当日は天気に恵まれ多くの見物客が訪れました｡地元の児童や園児によるメッセージを添え

た風船を飛ばしも行われ､多くの見物客がコスモスを観賞していました。

大任町しじみまつり　シジミ汁に舌鼓大任町しじみまつり　シジミ汁に舌鼓
　　１０月１５日 ( 日 )､大任町で３１回を迎えるしじみ祭りが開催されました｡川をきれいにするし

じみの浄化作用にちなんだ祭りで町を流れる彦山川河川敷水辺公園での開催でしたが､雨天

のため急遽会場を大任町道の駅｢おおとう桜街道｣に移し行われました｡

　開会式では､田川広域観光協会ＰＲレディー｢Ｑｗeen Ｂees｣や大任町商工会女性部で結成

された｢Ｂig Ｓister ＯTＯ姫 ｣の歌も披露されるなど､楽しい開会式となりました｡

　会場では､大任町商工会女性部が作ったシジミ汁や､大任町猟友会の皆さんが作ったシシ汁

が参加者に振舞われ､皆さん美味しくいただいていました。

Ｂig Ｓister　ＯTＯ姫(おとひめ)Ｂig Ｓister　ＯTＯ姫(おとひめ)

田川広域観光協会PRレディ「Ｑｗeen Ｂees」と
大任町イメージキャラクターしじみの大ちゃん花ちゃん

スコップ三味線によるパフォーマンスを披露スコップ三味線によるパフォーマンスを披露

遠賀川流域だより 2017.12 ⑤⑤遠賀川流域だより 2017 12－⑤⑤

会PRレディ「Ｑｗeen Ｂees」と会PRレデ 「Ｑ Ｂ と協会協会光協光協広域観光域田川広域観光協会PRレディ「Ｑｗeen Ｂees」域広域観光光協協観観観観川広域観光協会PRレディ「Ｑｗeen Ｂees ととレディレ域観光観光協会PRレディ「Ｑｗeen ＢeesRPP域観光協会PRレディ「Ｑｗeen ＢＢＱｗeenＱ田川広域観光協会PRレディ「Ｑｗeen Ｂee「域観光協会PRレディ「Ｑｗeen Ｂee協会会田川広域観光協会PRレディ「Ｑｗeen Ｂ光域観光協光観光協会PR デデ協協域観域観域域観域
大任町イメージキャラクターしじみの大ちゃん花ちゃん

竹活セミナー　竹の有効活用を考える竹活セミナー　竹の有効活用を考える
　１１月３日 ( 金 )､嘉麻市碓井住民センターで里山リノベーションとして｢竹活セミナー｣がフォレ

ストセーバー｢正人どんの郷｣主催で開催されました｡各地で問題となっている侵入竹 ・ 放棄竹

林の問題について､「竹の特性と有効

活用｣と題して竹林アドバイザーの野

中重之氏の基調講演や｢竹林の整備

と竹の活用｣をテーマにパネルディス

カッションが行われました｡具体的な

竹の活用方法の意見や質問ででる

など盛況を博していました。
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※ 各イベント名の前に付いている番号は、 次ページの
    地図に表示のイベントを示しています。

事前申込が必要なイベントがあります｡また､天候等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｡

① 献鮭祭献鮭祭 

１２月１３日(水)１２月１３日(水)

概要：嘉麻市大隈にある鮭神社で毎年１２月
１３日１１時から献鮭祭が行われます｡
地域の住民はもちろん､水産業関係者
も一同に参拝し､遠賀川(嘉麻川)を遡
上してきた鮭を含めて鮭塚に鮭を奉納
します｡今年も遠賀川流域を遡上して
きた鮭を奉納します。

会場：嘉麻市大隈　鮭神社境内

問：おおさとさん

tel.０９０－７３８８－８０１１

②第１４回ふくおか水もり自慢！第１４回ふくおか水もり自慢！
In矢部川In矢部川 １２月１７日（日）１２月１７日（日）

概要：源流の森から里山､海をつなぐ川･･･
暮らしを防災を考える｡
福岡県内の「水」・「もり（森）」など､水
環境の保全に関わる活動をしている
団体が一同に会し交流を行い､さらな
る活動の発展に繋げます｡「自慢」を
持ち寄って､一緒に楽しみましょう！

会場：福岡県八女市本町６０２－１　
　　　　おりなす八女
　　　　「はちひめホール（小ホール）」

問：第１４回ふくおか水もり自慢！
In矢部川実行委員会

tel.０９２－８０２－３４１９
（九州大学流域システム工学研究室）

③遠賀川源流若水くみ  遠賀川源流若水くみ  

１月１日(月)１月１日(月)

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です｡今年
７月の出水で登山道等が被害を受け
たため、来年は源流点広場で若水く
みを行います｡

会場：嘉麻市桑野　遠賀川源流公園

問：ＩＬＯＶＥ遠賀川in嘉穂実行委員会

tel.　０９０－２８５０－８６４９
（遠賀川流域住民の会）

④第3回のおがた新春マラソン第3回のおがた新春マラソン

１月１４日（日）１月１４日（日）

概要： 誰もが走れる市民マラソンとして３回
目の開催となります｡ランナーへの熱
い声援をよろしくお願いします｡

会場：集合場所　直方市溝堀　
　　　　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

⑤第６回遠賀川流域リーダー第６回遠賀川流域リーダー
サミットサミット １月２１日（日）１月２１日（日）

概要：川づくりまちづくりの推進を図るため､
遠賀川流域市町村のリーダーが一
堂に会するサミットが４年ぶりに嘉麻
市で開催されます｡子どもたちによる
河川活動の発表や流域の首長､河川
協力団体によるパネルディスカッショ
ンを予定しています｡

会場：嘉麻市大隈１２２８－１　
　　　　夢サイトかほ

問：遠賀川河川事務所　調査課

tel.０９４９－２２－１８３０

⑥第３７回ふるさと遠賀川親子第３７回ふるさと遠賀川親子
たこあげ大会たこあげ大会 １月２８日（日）１月２８日（日）

概要： 昔ながらの情緒あふれる「凧あげ」。
オリジナルの工夫を競う「創作凧コン
テスト」をはじめ､各賞も用意していま
す｡だれよりも凧あげを楽しんだ親子
にはファミリー賞が贈られます。
※雨天の場合は「働く婦人の家」
（中間市小学校横）で凧の審査会を
開催

会場：中間市　
　　　　中間市役所前遠賀川河川敷

問：中間市子ども会育成連絡協議会

tel.０９３－２４６－２３２１

｢知っ得情報！遠賀川｣で最新の情報を知ることができます！
本誌に掲載されていないイベント情報などが　Ｆａｃｅｂｏｏｋページ 「知っとく情報！

遠賀川」 で入手可能です。
アクセスはこちらから→

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



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 光明寺 

岩嶽稲荷 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 

神武天皇社神武天皇社

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）

自然（山・森）
水辺の施設

①～④水辺のイベント

史跡・名勝

神社・仏閣

炭坑遺構

献鮭祭

第１４回ふくおか水もり自慢！In矢部川

遠賀川源流若水くみ

第3回のおがた新春マラソン

第６回遠賀川流域リーダーサミット

第３７回ふるさと遠賀川親子たこあげ大会

福岡県八女市

⑥

⑤

④

③

②

①

遠賀川流域だより 2017.12－⑦

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