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遠賀川流域だより2018.02－①

福岡県

矢部川

第１４回　福岡水もり自慢！in矢部川開催第１４回　福岡水もり自慢！in矢部川開催
　１２月１７日 ( 日 )､八女市｢おりなす八女｣で｢ふくおか水もり自慢 in 矢

部川｣が開催されました｡この取り組みは､福岡県内で水環境の保全に

関わる活動をしている団体や関係機関が一堂に会し､交流 ・ 連携し､

お互いの活動を称えあい､福岡県にある豊かな自然と人間が共存して

いくために必要な考え方や取り組みを一緒に検討していこうと毎年開

催されています｡当日の午前中に福岡県林業技術者連絡会の福島会

長らによる基調講演や､平成２９年７月に発生した九州北部豪雨の事

例報告があり､午後からは福岡県の各地から集まった参加者による活

動報告が行われました｡遠賀川流域から子どもの部４課題､大人の部５団体が発表しました。

ぼくたちは遠賀川の植物を調べぼくたちは遠賀川の植物を調べ
てみました／遠賀川流域子どもてみました／遠賀川流域子ども
水フォーラム実行委員会水フォーラム実行委員会

遠賀川から花のプレゼント遠賀川から花のプレゼント
／直方川づくり交流会／直方川づくり交流会

遠賀川の小さな源流から遠賀川の小さな源流から
河口を訪ねて／めだかの河口を訪ねて／めだかの
学校遠賀川生き物調査隊学校遠賀川生き物調査隊

ぼくは遠賀川生き物調査隊のサポーター
／ＹＮＨＣ（青少年博物学会）／ＹＮＨＣ（青少年博物学会）

査隊 子どもの部の発表・表彰が終わりました 　次世代の子ども達の見事な
発表に会場は温かい雰囲気に包まれました

開催地：八女市
　　　　　　おりなす八女

事な事達の見達 見子ども達達代の子代世代世代終わりました 　次世終 次彰が終彰 終表・表彰表 表発表・表彰が終わりました 　次世代の子ども達の見事な見事発表・表彰が終わりました 次世代の子ども達の見 な発表 表彰表彰彰が終わ 次世代の子ども達の見 な次世彰が終わりました 次世世世世代代表 表彰が終わりました 次世代の子ども達の見彰 終終 達達
温かい雰囲気に包まれました

次世代の子ども達の見事な
た

第８回いいづか防災フェア開催　第８回いいづか防災フェア開催　
                   ～楽しみながら防災力を高めよう～                   ～楽しみながら防災力を高めよう～

　１１月１９日 ( 日 )､飯塚市主催により､飯塚市防災センターとその周辺の遠賀川河川敷きで､

幼児から高齢者まで楽しみながら防災力を高めようと８回目を数える｢いいづか防災フェア｣が

開催され､多くの家族連れで賑わいました｡会場には､防災 ・ 河川に関する意識の向上を図る

ため､協力団体による各種ブースが設けられ｢地震体験ブース｣「防災 ・ 河川クイズブース｣「消

防車両展示ブース｣「食糧供給訓練ブース｣など盛りだくさんの内容でした｡会場では､福岡県の

備蓄食糧としていた缶詰や､女性防火クラブ､飯塚信用金庫による豚汁､ごはんの供給訓練もあ

りました。 　　　　　　　　　　　　　　○食糧の備蓄方法の心得　～ ローリングストック法 ～　　　　　　　　　　　　　　○食糧の備蓄方法の心得　～ ローリングストック法 ～

普段から少し多めに食材 ・ 加工品を買って置き､使ったら､その分だけ新しく買い足し､常に一定量の普段から少し多めに食材 ・ 加工品を買って置き､使ったら､その分だけ新しく買い足し､常に一定量の

食料を備蓄しておくことで鮮度が保てるので､いざという時にも日常に近い食生活をすることができます｡食料を備蓄しておくことで鮮度が保てるので､いざという時にも日常に近い食生活をすることができます｡

飯塚消防署による子ども飯塚消防署による子ども
レスキュー体験レスキュー体験

普段は見る機会がない、救急普段は見る機会がない、救急
車の展示も行われました車の展示も行われました

防災資機材の展示なども防災資機材の展示なども
行われました行われました

川船（川ひらた）ブースでは川船（川ひらた）ブースでは
由来の説明と試乗体験も！由来の説明と試乗体験も！
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遠賀川のシンボル！鮭が帰ってきました！遠賀川のシンボル！鮭が帰ってきました！
　　　　　　　　　　嘉麻市の鮭神社に鮭を奉納　　　　　　　　　　嘉麻市の鮭神社に鮭を奉納

　｢今年は､鮭は帰ってくれるだろうか｣と､だれもが心配

していた｢遠賀川のサケの遡上」｡

　１２月２日 ( 火）､遠賀川水系西川に流入する農業用

水路 ( 遠賀町松の木６丁目 ) で､全長６７㎝重さ２.４kg

の雌が､地元の住民の方によって発見､「遠賀川のシン

ボルが帰ってきた｣と皆さんが大喜びしました。

　１２月１３日 ( 水）､遠賀町の住民から預かった｢鮭｣を浦山遠賀川河川事務所

長が鮭神社の氏子に届けられ､２年ぶりに本物のサケが献上されました｡氏子の

皆さんや遠賀川流域の住民や関係者､遠くは北海道からの漁業関係者の皆さん

が見守る中､遠賀川で見つかった鮭をはじめ､多くの鮭が鮭塚に奉納されました。 　

　この鮭神社は全国的に珍しい神社で､遠賀川に鮭が遡上した年は､豊作にな

ると言い伝えがあるそうです｡これからも､遠賀川に鮭が戻ってこられるように流域

のみんなで遠賀川を大切にしていきたいですね。

馬見山の麓で鮭のふ化・育成が始まります馬見山の麓で鮭のふ化・育成が始まります
　　　　　　　　　　　遠賀川源流サケの会　　　　　　　　　　　遠賀川源流サケの会

　献鮭祭後､馬見山の麓にある遠賀川源流サケの会の

ふ化場で｢鮭のふ化 ・育成｣が始まります。

　クリスマス前後からふ化を始める仔魚を育成して､３月

初旬ごろから嘉麻市大隈橋をかわきりに遠賀川流域各

地の河岸より鮭の稚魚が放流されるそうです。
ふ化場での見学会の様子ふ化場での見学会の様子

田川市立伊田小学校で鮭の有精卵の譲渡式田川市立伊田小学校で鮭の有精卵の譲渡式
　１２月１５日 ( 金）､田川市立伊田小学校で今回で３回目となる鮭の有精卵の譲渡式が行われ

ました｡鮭の有精卵を､伊田小学校の４年生の児童が育成し放流する取り組みが行われていま

す｡今年も､「伊田校区まちづくり協議会｣の宇都宮会長から｢稚魚を放流する３月まで､皆さんで

大切に育ててください｣と話され､「鮭の有精卵｣が児童に手渡されました。

譲渡式　有精卵が手渡されました譲渡式　有精卵が手渡されました
教室で春の放流まで大事に育て教室で春の放流まで大事に育て
られますられます

「有精卵」が入れられた「有精卵」が入れられた

水槽は黒い紙でおおわ水槽は黒い紙でおおわ

れ、水温や卵の管理をしれ、水温や卵の管理をし

ますます
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①

②
③

　竹の利用を考えよう 遠賀川流域住民の会　　竹の利用を考えよう 遠賀川流域住民の会　
　竹林の整備と竹炭づくり､水質浄化､堆肥として活用　竹林の整備と竹炭づくり､水質浄化､堆肥として活用
　 遠賀川流域住民の会が､遠賀川の源流の森の荒廃､特に竹林が山林を侵食していることに

起因する水量の減少を危惧して実施している､竹林の整備と活用の取り組み｢源流の森再生

応援団｣をご紹介します｡竹林を伐採し､伐採した竹で炭をつくり､竹炭を水質浄化に役立て､さ

らに使用した竹炭を肥料へと活用する取り組みで､遠賀川流域住民の会より遠賀川流域の各

団体に呼びかけ､行われています。

　①竹林の整備と竹炭づくり 遠賀川流域住民の会　①竹林の整備と竹炭づくり 遠賀川流域住民の会
　 ９月２４日 ( 日 )､嘉麻市千手長野地区で､地元から毎年参加している嘉穂総合高等学校嘉麻市立大隈城山校の生

徒さんや地域の住民の皆さんが協力し､竹炭作りの準備として山から切り出した竹を四つ切りにして束ね炭焼き窯に入

れました｡１１月１９日から窯に火を入れ､スタッフや流域のボランティアの皆さんが昼夜３日間火を絶やさないよう窯の番

をしましたが､夜も寒くなり大変だったそうです｡１１月３０日窯開きをしました｡出来上がった竹炭を程よい大きさにして袋

詰めしたところ､今年は５㎏入りで７０袋できたそうです｡竹炭は､河川の浄化に役立てるため､各団体のもとへ出荷されま

した。 皆で竹を四つ切りに皆で竹を四つ切りに 窯で３日間焼きます窯で３日間焼きます 竹炭を袋詰めして竹炭を袋詰めして

窯に竹を敷き詰め窯に竹を敷き詰め 竹炭完成！！竹炭完成！！

各団体へ出荷！

　②竹炭による水の浄化作戦 笹尾川水辺の楽校運営協議会　②竹炭による水の浄化作戦 笹尾川水辺の楽校運営協議会
　 １２月１５日 ( 金 )､北九州市八幡西区にある笹尾川水辺の楽校内クリークの浄化に使用し

　　ている竹炭の交換を行いました｡竹炭を敷設して２年が経過したため､「源流の森再生応援団｣

　　で作成した竹炭５０袋の譲渡を受け､敷設替えを行いました。
笹尾川水辺の楽校で活用！！

　③使用済みの竹炭を堆肥として活用 ふるさとまちづくりの会　③使用済みの竹炭を堆肥として活用 ふるさとまちづくりの会
　 同日､笹尾川水辺の楽校のクリークから引き上げた使用済み

の竹炭３０袋を｢ふるさとまちづくりの会｣のコスモス花公園に､同

メンバーにより３畝 ( せ )(１０袋 /１畝 ) に鋤き込みました。

袋から竹炭を取り出して・・・

クリークの竹炭を引き上げクリークの竹炭を引き上げ 使用済みの竹炭使用済みの竹炭

コスモス畑にまいて鋤き込み肥料に活用！！

今年もきれいなコスモス今年もきれいなコスモス
が咲きますように！！が咲きますように！！
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春に向けて　チューリップの植え付け
　　　　　　　　　　直方川づくりの会　　　　　　　　　　直方川づくりの会

　 　１１月２６日 ( 日 )､直方市の遠賀川河川敷で毎年４月に行われるチューリップフェアに向

けて､球根の植え付けが行われました｡直方川づくりの会の呼びかけにより市民が集まり和気

あいあいと作業に精を出しました｡どんなチューリップが咲いてみんなを喜ばせてくれるか春

の訪れが楽しみです。

木枠で球根を配置して、植えていきます木枠で球根を配置して、植えていきます

もっと知ろう！私たちの遠賀川もっと知ろう！私たちの遠賀川
　　　　　　　　　　芦屋町立芦屋東小学校　　　　　　　　　　芦屋町立芦屋東小学校
自ら考え､調べたことをポスターセッションで発表

　  １２月８日 ( 金）､芦屋町立芦屋東小学校の４年生の児童は､６月から総合学習の時間を活用

して､遠賀川と自分たちとの生活のつながりや､魚道公園の自然環境について学びました。

　当日は､児童の学習内容について､遠賀川多自然魚道公園を設計した九州工業大学環境デ

ザイン研究室の伊東啓太郎教授や学生の皆さん､国土交通省遠賀川河川事務所等が会場に

てアドバイスを行いました｡

　児童達は各々興味や関心のある｢生き物調査｣「河口堰班｣「遠賀川班｣「魚道の役割班｣の四

つに分かれ､調べたことをポスターセッション形式にとりまとめ発表しました｡はじめは少し緊張気味だった児童達もしっか

り発表ができニッコリでした｡当日は地域の皆さんも学習の様子を見学しており､児童の発表に聞き入っていました。

テーマ毎にポスターセッション形式で発表！テーマ毎にポスターセッション形式で発表！

地域の皆さんも児童の発表に感心しきり地域の皆さんも児童の発表に感心しきり 伊藤先生のアドバイス伊藤先生のアドバイス

①
②

④

③

　遠賀川流域では､河川愛護団体の皆さんによって､河川敷や堤防の草刈りが行われ､きれ

いな河川敷になっています｡１０月末から１１月にかけて行われた清掃活動の一部をご紹介

します。

け付けけけ付

遠賀

いな
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犬鳴川で芋煮会が催されました！犬鳴川で芋煮会が催されました！
                            　犬鳴川みどりの会                            　犬鳴川みどりの会

河川愛護団体の皆さんによる清掃活動！河川愛護団体の皆さんによる清掃活動！
                            遠賀川・金辺川・中元寺川                            遠賀川・金辺川・中元寺川

　 １１月２６日 ( 日 )､犬鳴川みどりの会の主催により芋煮会が宮若市犬鳴川河川公園で行われ

ました｡公園内にある花壇の今年最後の手入れが行われ､たくさんの人たちで賑わいました｡

　作業の後は､芋煮会が催され参加した子どもたちも熱々の芋煮に舌鼓をうっていました。

できたての芋煮できたての芋煮
おいしい～おいしい～

① 嘉麻市大隈 嘉穂水辺の楽校周辺の環境を守る会① 嘉麻市大隈 嘉穂水辺の楽校周辺の環境を守る会

　　１０月１２日 ( 木 )､嘉麻市の大隈にある｢嘉穂水辺の楽校｣で､嘉穂水辺の楽校周辺の環

境を守る会の皆さんが､今年最後の河川敷の草刈りを行いました｡草刈り後､刈り取った草を焼却しますが､雨が長く

続くため､なかなか燃えなくて､毎日燃やすのに苦労しているそうです｡

② 嘉麻市宮吉区 遠賀川をきれいにする会② 嘉麻市宮吉区 遠賀川をきれいにする会
　１１月１４日 ( 火 )､嘉麻市宮吉区で遠賀川をきれいにする会による川の草刈りが行われました｡川の護岸にびっしり

と繁茂した草もきれいに刈り取りました｡

③ 金辺川 御殿橋清掃､草刈り 金辺川を楽しむ会③ 金辺川 御殿橋清掃､草刈り 金辺川を楽しむ会
　１１月２５日 ( 土 )､金辺川を楽しむ会により､金辺川御殿橋で河川の清掃､草刈りが行われました。

④ 川崎町 中元寺川鮎返りクリーン大作戦④ 川崎町 中元寺川鮎返りクリーン大作戦
　平成２３年度からスタートした鮎返りクリーン大作戦は､河川の一斉清掃を通じ､住民が主体となって美しい川の保

全に取り組むとともに､自然環境にやさしい地域づくりを目指し将来の世代に引き継いでいくために実施されていま

す｡１１月２５日 ( 土 ) に実行委員会の呼びかけのもと実施されました。

将来の世代に引き継いでいくために！将来の世代に引き継いでいくために！

甌穴群やネコヤナギの群生を保護して清掃甌穴群やネコヤナギの群生を保護して清掃

金辺川河川敷を皆さんで草刈り、清掃金辺川河川敷を皆さんで草刈り、清掃

護岸の草を刈り取り、すっかりきれいになりました護岸の草を刈り取り、すっかりきれいになりました

嘉穂水辺の楽校周辺の環境を守る嘉穂水辺の楽校周辺の環境を守る
会の皆さん会の皆さん

刈り取った草は、燃えにくかったですが無事焼却できました刈り取った草は、燃えにくかったですが無事焼却できました
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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エコスタいいづかエコスタいいづか
（環境教育推進大会）（環境教育推進大会） ２月１０日(土)２月１０日(土)

概要：飯塚市内の小中学校や団体などによ
る環境保全活動発表とその活動表彰
や体験・学びができる様々なワーク
ショップ、クイズや抽選会など、参加し
て楽しめるとともに環境について関心
を深めるイベントを開催します。

会場：飯塚第1体育館
（飯塚市枝国666番地11）

問：飯塚市・飯塚市教育委員会・
いいづか環境会議
tel.０９４８－２２－５５００内線1655

　　　　　　　（飯塚市 環境整備課）

④環境セミナー＆交流会環境セミナー＆交流会
 ３月１８日(日)３月１８日(日)

概要：｢生きものにぎわう里山づくり～人と地
域を元気にする里山保全を目指して～｣
をテーマに、環境セミナー＆交流会を
開催します。九州工業大学環境デザイ
ン研究室の伊藤啓太朗先生による基調
講演、里山保全に関する活動報告、そし
て「里山保全からつながる地域づくり・
人づくり」をテーマにパネルディスカッショ
ンを予定しています。皆様のご参加を
お待ちしています。（要事前申込み）

会場：直方市中央公民館３Ｆ　第３学習室
（直方市津田町7ｰ20）

問：筑豊地区地域環境協議会
tel.０９４８－２１－４９７５

福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

②第２３回サケの放流会第２３回サケの放流会
２月２５日(日)２月２５日(日)

概要：６,０００匹の稚魚を遠賀町や近隣の
市町村約４ ７箇所の企業や団体、
個人の飼育ボランティアの方々が育
てています。どなたでも放流会に参
加できます。子どもから大人までみ
んなで楽しく放流しましょう。

会場：広渡小学校横の西川河川敷
（遠賀郡遠賀町広渡）

問：遠賀町青少年育成町民会議
tel．０９３－ ２９３－１２３４

　　　　　　　　　（遠賀町役場内）

⑤サケの稚魚放流サケの稚魚放流
　２月～３月　２月～３月

概要：遠賀川流域の各地で、各団体や小学
生などによりサケの稚魚の放流が行
われます。詳細につきましては市報、
広報誌、各自治体のＨＰなどをご確認
下さい。

会場：遠賀川流域各地

③金川ウォーキング大会金川ウォーキング大会
３月３月１７日(土)１７日(土)

概要：金川中学校の２年生が、総合的な学
習の一環 と してウォーキング大会を
催します。金川地区の魅力を感じな
がら、中学生と一緒に心地よい汗を
流しませんか。
　　※水筒､タオル､弁当を持参してください。

会場：平成筑豊鉄道糒（ほしい）駅

問：金川中学校

tel．０９４７－４４－０５９１

｢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 （2-3月）遠賀川 水辺のイベント （2-3月）遠賀川 水辺のイベント （2-3月）遠賀川 水辺のイベント （2-3月）



TOKOPOLA美術館 TOKOPOLA美術館 

織⽥廣喜美術館 織⽥廣喜美術館 

⽥川市美術館 ⽥川市美術館 
中村美術館 中村美術館 

池のおく園　中村美術館池のおく園　中村美術館

直⽅⾕尾美術館（直⽅市美術館）直⽅⾕尾美術館（直⽅市美術館）
アートスペース⾕尾（直⽅市美術館別館） アートスペース⾕尾（直⽅市美術館別館） 

直⽅⾕尾美術館 直⽅⾕尾美術館 

トヨタ⾃動⾞九州宮⽥⼯場PR館 トヨタ⾃動⾞九州宮⽥⼯場PR館 

多賀⾕美術館 多賀⾕美術館 

いのちの旅博物館 いのちの旅博物館 

屋根のない博物館 屋根のない博物館 

宮原隆窯宮原隆窯高取焼永満寺窯高取焼永満寺窯

筑前浩窯筑前浩窯
高取焼内ヶ磯窯高取焼内ヶ磯窯

山陶庵邦日呂窯山陶庵邦日呂窯

光謙窯光謙窯

飯岳窯飯岳窯

香春焼山岡窯香春焼山岡窯

仲哀焼江藤窯仲哀焼江藤窯

鑑月焼守田窯鑑月焼守田窯

上嘉穂炭鉱跡捲上台座上嘉穂炭鉱跡捲上台座

如水窯如水窯

 オークホール オークホール

英彦山修験道館英彦山修験道館

 岩石城アートホール 岩石城アートホール

歴史民俗資料館歴史民俗資料館

⽥川市市⺠広場 ⽥川市市⺠広場 

高浜公園内SL(D6061）高浜公園内SL(D6061）

山伏文化財室山伏文化財室

堀川歴史公園堀川歴史公園

蒸気機関車アルコ号蒸気機関車アルコ号

井上工房（八朔の馬）井上工房（八朔の馬）

JR筑豊本線の橋脚

水巻町図書館・歴史資料館水巻町図書館・歴史資料館

中間市歴史民俗資料館中間市歴史民俗資料館中間市歴史民俗資料館
垣生羅漢百穴垣生羅漢百穴

鞍手町歴史民俗博物館鞍手町歴史民俗博物館
石炭資料展示場（鞍手町）石炭資料展示場（鞍手町）

高取焼工房末吉宏光高取焼工房末吉宏光

木工芸河匠木工芸河匠

直方市石炭記念館直方市石炭記念館

向野堅一記念館
（旧　讃井医院）
向野堅一記念館
（旧　讃井医院）

JR採銅所駅JR採銅所駅

うすがらす工房うすがらす工房

稲築ふるさと資料室稲築ふるさと資料室

碓井平和祈念館碓井平和祈念館
碓井郷土館碓井郷土館

山田郷土資料室山田郷土資料室

稲築文化ふれあい伝承館稲築文化ふれあい伝承館

創作工房陶創作工房陶
嘉穂ふるさと交流館嘉穂ふるさと交流館

唐戸の大クス２本唐戸の大クス２本

長崎街道木屋瀬宿記念館「こやのせ座」長崎街道木屋瀬宿記念館「こやのせ座」

立場茶屋銀杏屋立場茶屋銀杏屋

上野焼陶芸館上野焼陶芸館

旧三井田川鉱業所
伊田竪坑第一・第二煙突
旧三井田川鉱業所
伊田竪坑第一・第二煙突

飯塚市歴史資料館飯塚市歴史資料館

王塚装飾古墳館王塚装飾古墳館

藤江氏魚楽園藤江氏魚楽園

芦屋釜の里芦屋釜の里

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

英彦山花園英彦山花園

嘉麻市梅林公園（梅）嘉麻市梅林公園（梅）

梅（白木谷梅林）梅（白木谷梅林）

ふる里かわら梅まつり（梅）ふる里かわら梅まつり（梅）

梅安天満宮梅安天満宮

大任町花公園（菜の花）

（菜の花）（菜の花）

犬鳴川河川公園桜祭り犬鳴川河川公園桜祭り

寿命公園（桜）寿命公園（桜）

虎尾桜虎尾桜

八木山展望公園（桜）八木山展望公園（桜）

大将陣公園（桜）大将陣公園（桜）

丸山公園（桜）丸山公園（桜）

金山インダストリー
パーク（桜）
金山インダストリー
パーク（桜）勝盛公園（桜）勝盛公園（桜）

旌忠公園（桜）旌忠公園（桜）

成道寺公園（桜）成道寺公園（桜）鳥羽公園（桜）鳥羽公園（桜）

宝くじ桜宝くじ桜

やすらぎの森湯の浦公園（桜）やすらぎの森湯の浦公園（桜）

稲築公園（桜）稲築公園（桜）

味見峠桜公園味見峠桜公園

八又の山桜八又の山桜
浦松桜浦松桜

八浦松桜（桜）又の山桜（桜）八浦松桜（桜）又の山桜（桜）

道の駅おおとう桜街道 （桜）道の駅おおとう桜街道 （桜）

赤村役場周辺（桜）赤村役場周辺（桜）

添田公園（桜）添田公園（桜）土師スポーツ公園（桜）土師スポーツ公園（桜）

吉木のヤマザクラ（桜）吉木のヤマザクラ（桜）

守静坊の枝垂れ桜守静坊の枝垂れ桜

畑貯水池（桜）畑貯水池（桜）

垣生公園（桜）垣生公園（桜）

金川ウォーキング大会

第２３回サケの放流会

⑤サケの稚魚放流

エコスタいいづか（環境教育推進大会）

③

④

②

環境セミナー＆交流会

①

自然（山・森）
水辺の施設

①～③水辺のイベント
文化施設
窯場
美術館・博物館

梅（2月）

菜の花（3~5月）

桜（3~4月）

多種

季節の花

遠賀川流域だより 2018.02－⑦

遠賀川 水辺のイベント （2-3月）遠賀川 水辺のイベント （2-3月）遠賀川 水辺のイベント （2-3月）遠賀川 水辺のイベント （2-3月）



⑧⑧遠賀川流域だより 2018.02－

遠賀川流域だより遠賀川流域だより 皆様のご意見、ご感想をお待ちしています。待ちしています。
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 ０－２ ８ ５ ０－８ ６ ４ ９
　　　　　 ht tp ://www. ongagawa. jp/

　
　

遠

賀
川のシンボルマー

ク

　　　　　　　　１月２１日に行われた「遠賀川流域リーダーサミット」１月２１日に行われた「遠賀川流域リーダーサミット」

は、次号第５９号に掲載いたします。は、次号第５９号に掲載いたします。

お知らせ

【未来を担う人材の発掘】について

・若年者をリーダーにし、周囲がフォロー
・イベントに参加する子どもの保護者
・各地域の青年会議所の開拓、繋がり
・世代別の会員制度
・子ども達が川に近づく取り組み
・チラシなどでの参加募集
・長期的な視野での人材育成を

【流域のあるべき姿と方向性】について

・皆で同じテーマに向かって取り組む。（会議、ミズベリングetc）
・流域文化をキーワードとした取り組み。
・上下流の市町が顔あわせる機会（イベント）の開催
市町のお祭りを活用し、人を集める工夫

　国土交通省九州地方整備局では、九州各地で河川の維持、河川環境の保全等に関する活動を行う河川

協力団体の方々と協働で、地域に親しまれ、愛される「魅力あるいい川」をつくるため、九州内の七つのブ

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　圏域会議』を行っています。

　１１月８日（水）、遠賀川地域防災施設「遠賀川水辺館」で遠賀川圏域会議を開催しました。遠賀川流域の

河川協力団体である、「笹尾川水辺の樂校運営協議会」、「NPO法人直方川づくりの会」、「NPO法人遠賀

川流域住民の会」「田川ふるさと川づくり交流会」に参加いただきました。

　会議は、遠賀川の河川協力団体からの近況報告を皮切りに「未来を担う人材の発掘」、「流域のあるべき

姿と方向性」について意見交換が行われ、参加者より多くの意見がだされました。

河川協力団体メンバーから多くの意見が出されました河川協力団体メンバーから多くの意見が出されました河川協力団体メンバーから多くの意見が出されました河川協力団体メンバーから多くの意見が出されました

挨拶：九州河川協力団体連絡会挨拶：九州河川協力団体連絡会挨拶：九州河川協力団体連絡会挨拶：九州河川協力団体連絡会

　　：九州地方整備局 河川部　　：九州地方整備局 河川部　　：九州地方整備局 河川部　　：九州地方整備局 河川部

宮成河川情報管理官 (右 )宮成河川情報管理官 ( 右 )宮成河川情報管理官 ( 右 )宮成河川情報管理官 (右 )

濱崎代表 ( 左 )濱崎代表 (左 )濱崎代表 (左 )濱崎代表 ( 左 )

河川協力団体など約５０名が参加河川協力団体など約５０名が参加河川協力団体など約５０名が参加河川協力団体など約５０名が参加 最後に参加者全員で記念写真をパチリ最後に参加者全員で記念写真をパチリ最後に参加者全員で記念写真をパチリ最後に参加者全員で記念写真をパチリ

九州河川協力団体連絡会議 遠賀川圏域会議を開催しました

遠賀川河川事務所からのお知らせ
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