第６回遠賀川流域リーダーサミット」開催！
平成３０年の新年を迎え間もない１月２１日 ( 日 ) に｢遠賀川流域リー
ダーサミット｣が嘉麻市嘉穂生涯学習センター｢夢サイトかほ｣で開催さ
れました｡「遠賀川流域リーダーサミット｣は､平成２０年に第１回目が開
催され ､今回で６回目を数えます｡前回の第５回は中間市で開催を予
定しておりましたが大雪で中止されたため､平成２６年から４年ぶりの開
催となりました｡

写真(左)流域の１１市町の
首長が集いました。
写真(右)開会を宣言する
河川協力団体の原口さん

会場には多くの人が訪れました
会場
多
人 訪
た

遠賀川流域だより

遠 賀 川 流 域 活 動 報 告

当日は､流域内の市町長が１１名､副市長が
４名参加しました ｡会場には､座席数 (３００席 )
を超える３６７名の観客数となり､「もっと広い会
場で開催してほしい｣との意見が出るほどの大
盛況ぶりでした｡今回から遠賀川流域リーダー
第 ５９号
サミットは､遠賀川流域河川協力団体連絡会と
平成 ３０年 ３月
遠賀川河川事務所の共同開催となりました｡
流域各地を拠点とする遠賀川流域河川協力団体連絡会によるイベン
ト前の周知が集客につながったと思われます。

【第６回遠賀川流域リーダーサミットプログラム】
13:30
13:45
15:00
15:30

開会
河川活動の発表（子ども達による発表）
遠賀川の現状報告
パネルディスカッション
～遠賀川を活かしたまちづくり～
17:00 閉会

サミットは ､子ども達による河川活動の発表を
皮切りに､遠賀川河川事務所からの現状報告､
流域市町の首長と河川協力団体､福岡県､国土
交通省九州地方整備局によるパネルディスカッ
ションと､盛り沢山の内容となりました｡河川活動
の発表は ､河川協力団体と日頃より環境学習を
行っている子ども達が行いました｡

～遠賀川の現状を報告
遠賀川の現状を報告～
遠賀川の現状報告とし ､遠賀川河川事務所
遠賀川の現状報告として
遠賀川河川事務所 浦山
事務所長より防災 ・ 減災 ( ハード整備､ソフト対策）､水
環境 ( 水質やゴ
水質やゴミ ）､環境
環境 ( 生態系の回復､水辺の利用､
生態系の回
水辺の利用､
景観 ) そして連携 ・ 協働の推進について､報告が行わ
れました｡遠賀川の河川整備が行われてきた背景や歴
れまし
｡遠賀川の河川整備が行われてきた背景や歴
史などについても紹介され ､ 来場者の関心を引いてい
史などについても紹介さ
ました ｡これまで進められてきている中間堰改築などの
まし
これまで進められてきている中間堰改築などの
ハード整備や ､減災の取り組みとして行われているソフ
ハード整備
減災の取り組みとして行われているソフ
ト対策についての報告がされていました。

遠賀川
河川事務所
浦山事務所長

～遠賀川河川協力団体連絡会とは？～
笹尾川水辺の楽校運営協議会､直方川づくりの会､遠賀川流域住民の会､田川ふるさと川づくり交流会の遠賀川流
域にある４つの河川協力団体から構成されています｡平成２８年１１月に遠賀川で開催された ｢ 川のワークショップ｣
を契機に平成２９年３月に発足し､遠賀川流域リーダーサミットが最初の共同で開催するイベントです｡そのほか遠
賀川流域の情報を発信する facebook｢知っ得情報！遠賀川｣の運営も行っています｡
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～遠賀川で学んだことを元気いっぱい発表しました～
遠賀川流域の小学校 ・ 中学校では､身近にある川を大切にする心を育むため､毎年総合学習などの時間を活用し
て､校区内を流れる川での河川環境学習会が行われています｡
今回のサミットでは､流域内の小学校３校と遠賀川水辺館で学んだ子ども達が力強く発表しました｡
子ども達は発表で､ふるさとの川をきれいにするためにはゴミのポイ捨てはしない､捨てられたゴミは拾う､食べ残しは
しないなど､小さな事でも気がついた時に行うことが大切と発表
しないな
小さな事でも気がついた時に行うことが大切と発表し､来場した大人達にとって
来場した大人達にとっても､発表内容はとても新鮮
､発表内容はとても新鮮
な刺激となったことでしょう｡遠賀川水辺館からは､川のスペシャリストとしての取り組みについて発表がありました｡
聴講された皆様へのアンケート結果で
聴講された皆様へのアン
ト結果でも ｢子ども達の発表が素晴らしかっ
子ども達の発表が素晴らしかった ｣「頼もしい！
頼もしい！｣など好意的な意見が多数
など好意的な意見が多数
を占めていました。
素晴らしい発表
素晴らしい発表は ､子ども達の力
子ども達の力と､それぞれの学校や学習する場での先生たちの工夫した指導
それぞれの学校や学習する場での先生たちの工夫した指導や､地域で活動し
地域で活動し
ている皆さんの多大な協力､そして行政団体の支援などの地道で継続的な活動が結集した成果と感じました。
田川市立 伊田小学校 ４年生の発表 「川は友だち」
ふるさとの川である彦山川をき
れいにするために､自分たちに
できること をポスターにまとめ
呼びかけました｡人との出会い
や調べ学習を通して ､ふるさと
の彦山川だからこそ大切にした
いという思いを伝えました。
めだかの学校 遠賀川生き物調査隊
「小さな源流から河口の多自然魚道へ」

遠賀川流域子ども水フォーラム
「生物と工学の架け橋に」

福智山の森の散策､小さな源流での
生き物観察､河口の多自然魚道での
生き物調べなど普段見られない生き
物を調べた結果を発表しました。

北九州子ども村 ､小中学校水生昆虫
との出会いや ､世界子ども 水フ ォ ー
ラム２０１５での世界の子ども達との
交流､遠賀川水辺館でのサポート､将
来の夢を語りました。

北九州市立 香月小学校 ５年生 笹尾川の 「みずしるべ」

コーディネーターを
務めた松尾さんと
高橋さん

YNHC 青少年博物学会
「ぼくは遠賀川生き物調査隊のサポーター」

YNHC を通じたイベントのサポート活動
や､遠賀川の水質や春の小川 ( せせら
ぎ水路 ) での生き物調べや自宅で飼っ
ている生き物について発表しました。
赤間嘉麻市長から感謝状が贈られました

水環境観察指標｢水しるべ｣の５つの指標による笹尾川の水環境を観察を通じて､
笹尾川をもっと親しみやすい川にするにはどうすればよいか考えていくと､発表し
ました。
嘉麻市立 上山田小学校 ６年生
私たちの故郷 山田の環境を考える ～今 そして これから～

水食べ残しをなくし､ごみのポイ捨てをなくすことで､山田川の自然がもどり､川に
はきれいな所にいる生き物が住むようになります｡みんなで川をきれいにして､生
き物が減らないように ､いろいろな活動の取り組み､自然豊かな所にしたい､と発
表しました。
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子ども達や市町長が壇上で記念撮影

～遠賀川を活かしたまちづくり～
流域の５市長、河川協力団体によるパネルディスカッション
プログラム終盤のパネルディスカッションでは､個性豊かで魅力のある遠賀川流域を､さらに魅力ある地域とするた
め､遠賀川を活かしたまちづくりや人づくりをテーマに､遠賀川流域の首長 (５市長 ) と住民 ( 河川協力団体４名）､行
政 ( 福岡県､国土交通省九州地方整備局 ) の１１名のパネリストによるディスカッションが行われました｡
コーディネーターに RKB の番組でもお馴染みの納富昌子氏 (RKB エクゼクティ
ブプロデューサー ) を迎えたパネルディスカッションは､一部ユーモアを交えながら
和気藹々な
藹々な雰囲気の中
気の中で､首長と行政の意見
､首長と行政の意見と住民の夢
住民の夢 ( 想い ) が融合したディ
融合したディ
スカッションとなりました｡

左より納富氏、竹島河川部長（国土交通省）、松尾氏、
曽根氏、合原氏、松岡氏
（以上、遠賀川河川協力団体連絡会）

左より壬生市長（直方市）、片峯市長（飯塚市）、
二場市長（田川市）、福田市長（中間市）、
赤間市長（嘉麻市）、松原課長（福岡県）

パネルディスカッションで出された多くの提案、意見の一部をご覧下さい。

松岡さん

曽根さん

流域の要所要所
に住民が交流で
きる｢川の駅｣が
できれば､すごく
いいかな
｢川の駅｣＋
｢水辺館｣の環境
施設として､学習
が継続してでる
プランがあった
ら良い！

ゴミ拾いイベントの活用
として､上空から撮影し､
全国に発信

壬生市長

合原さん

片峯市長

今日のイベントをきっか
けに住民団体とも連携し
考えていきたい

二場市長

川の上流から下
流まで ､一本で
続く遊歩道がで
きたらと思う
「川の駅｣すごく
面白いと思う
遊歩道など ､ い
ろいろ考えさせ
て下さい

川でつながる魂のこもっ
たイベント ､共同市民祭
のような形で行えれば

赤間市長

市町村の垣根を取っ払う
べき！仲間でやると必ず
いいアイデアが出てきま
す

福田市長

広域で繋がれるものを垣
根を越えつながっていく
県は中小河川の管理だが
国の指導をお願いしたい

松原課長

遠賀川の全流域でサケの
飼育放流を目指す！

松尾さん

竹原部長

遠賀川を市町村皆さんで一つになって､この流域の人達を生
き生きさせる川 ､宝の川にしていくことは素晴しいこと ､遠
賀川があれば､我々の市町村は不滅であるということをもっ
て､「永遠の川､遠賀川」

コーディネータ－
納富昌子さん
遠賀川流域だより 2018.03－③

～閉会式～

「嘉穂アルプス」日本山岳遺産認定の紹介
閉会式前に壇上のカーテンが引
き上げられ｢嘉穂アルプス｣（馬見山､
古処山､屏山
古処
屏山 ) がお目見えし､平成
がお目見え 平成
２８年に日本山岳遺産に認定された
２８年
岳遺産に認定された
ことが紹介されました｡
その
その後､河川協力団体による閉会
､河川協力団体による閉会

閉会挨拶をする
河川協力団体の
合原さん

の挨拶として ｢今日､学んだこ
の挨拶とし
今日､学んだこと ､気

きれいな彦山川を願って！
輝いたクリスマス★イルミネーション
平成２９年１２月２３日～２５日 ( 土～月 )､冬の風物詩となった､クリスマスイルミネーションが
田川市伊田を流れる彦山川に灯り､川面に星が降ってきたように輝きました｡安らぎのオープ
ンスペースであり､飲料水や農作物等に利用される貴重な水資源でもある彦山川を､もっと市
民に身近に感じてもらい､大切にしていくという取り組みで地元の皆さんで実行委員会を形成
し開催しております｡年々輝きを増しており､訪れる人々を和ませてくれました。
23日に点灯式が行われました

美しい光が彦山川の夜を照らしました

づかされたことを今後の活
づかされたこと
の活動に生か
生か
会場（夢サイトかほ）から見える「嘉穂アルプス」

～交流会も大盛況～
交流会も大盛況～

川ひらたも彦山川に
お目見えしました

していく｣と結びました｡

サミット終了後､会場の隣にある嘉穂老人福祉センターにて来場者やスタッフの

交流会が催されました｡

お菓子のクリスマス
プレゼント！！

元旦は遠賀川源流の若水くみから
平成３０年１月１日 ( 月）､昨年の北
部豪雨で源流への登山道が崩れ､
会 場が変更となりましたが ､ 天気にも
恵まれた元旦となり ､ 嘉穂アルプス ・
馬見山の初日の出の参拝に登山され
た方も多く､今年の｢若水くみ｣もたくさ
んの人で賑わいました｡

遠賀川の源流を竹筒にくみます
ます

老若男女多くの人で
で
賑わいました

第３７回ふるさと遠賀川親子たこあげ大会

会場には「炭坑節」や「遠賀川」が賑やかに鳴り
響いていました。
皆様、お疲れ様でした ！！

～アンケート結果～第６回遠賀川流域リーダーサミットを終えて
○各プログラムへの意見について以下のとおり､ 概ね良かったとの回答を頂きました。
①子ども達による発表

②遠賀川の現状報告

③パネルディズカッション

■・ 良かった
■・ まあまあ良かった
■・ あまり良くなかった
■・ 良くなかった
会場への来場者 367 名
アンケート回収数 123

○多くのご意見が寄せられました｡ご意見は今後イベントを行う際の参考とさせて頂きます。
（頂いたご意見の一部を掲載しております）

・ 子ども達の発表とても良かった！
・ 出来れば毎年行って､首長や住民の意識を高めることが大事ではないか。
・ これからも是非続けてほしい！
・ 川を通じて､町がつながっていると感じられる､すばらしいサミットだった。
・ 各首長さんのつながりができそうで期待しています。
・ 川を利用した街づくりに今日のリーダーサミットの話をいろいろと生かせれば良いと感じた。
【今後に活かしたいご意見】
・ 遠賀川の現状報告､スクリーンの文字が分かりにくかった､資料の配布を！ ・ 会場が狭かった。 暑かった。
・ 終了時間を 16 時 30 分にしてほしい。 主婦は大変
・ 座席が不足ぎみ。 ・ 時間が短い （パネルディスカッション）
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１月２８日 ( 日 )､中間市役所前の遠
賀川河川敷で､中間市子ども会育成
連絡協議会 ・ 中間市雲竜凧保存会
主催の親子たこあげ大会が開催され
ました｡
少し雨模様の天候となりましたが子ど
も達は楽しそうに凧をあげていました。

遠賀川水辺館で凧揚げ大会

１月２８日 ( 日 )､直方川づくり交流会の主
催により､直方市の遠賀川水辺館で凧揚げ
大会が行われました｡凧づくりから行い ､出
来上がったばかりの凧を皆で上げました｡
凧揚げの後､ぜんざいを美味しくいただき
ました。

みんなで凧づくり

第２回中間市環境活動発表会

天まで届け！！

６つの団体が発表

２月３日 ( 土 ) ､なかまの環境を良くする会の主催により ､中間市中央公民館で第２回中間
市環境活動発表会が開催され ､中間市で活動する団体の皆さんが日頃の活動の成果を発
表しました。
【発表団体】
中間市を花をいっぱいにする会
希望が丘高校
なかま鮭の会
なかまの環境を良くする会
中島自然再生協議会
中間ほたる ・ メダカの会

中島自然再生 なかま鮭の会 中間ほたる・ 希望が丘高校
協議会
メダカの会
遠賀川流域だより 2018
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第２１回エコスタいいづか（環境教育推進大会)
２月１０日 ( 土）､今回で第２１回目を迎えた｢エコスタいいづか｣が飯塚市第一体育館で開催
され､地域で活動する団体や､小中学校の児童や生徒たちが日ごろの活動の成果を発表しま
した｡児童や生徒たちは､長年取り組んでいる活動について､先輩たちが作ってきた伝統を守り
つつ､新しい取り組みへの挑戦などを元気良く発表していました｡

エコスタ大賞に輝いた
「ガールスカウト福岡県第35団」

優良賞 ＮＰＯ法人サカエ会

多くの人で賑わいました

優良賞
上穂波小学校

当日賞
穂波まちづくり
協議会

当日賞 穂波西中学校

特別賞
特別賞 NPO法人こすみんず
特別賞
別賞
飯塚片島まちづくり協議会
ちづくり協議会

特別賞 立片島小学校

ほたるの幼虫を放流しました
２月２２日 ( 木 ) ､ 北九州市立池田小学校
４年生の児童が ､香月黒川ほたる館で飼育
したほたるの幼虫の放流と河川の清掃活動
を行いました｡
５月末から黒川では ､ほたるが飛揚します｡
５月２６ ・ ２７日は｢香月 ・ 黒川ほたる祭り」､
ホタルに会えるといいね！

ストラップの贈呈式

写真提供 : 香月黒
香月黒川ほたる館
黒川ほた
たる館
館

遠賀川流域住民の会

２月２４日 ( 土）､ 嘉麻市で３月１日に卒業する福岡県立
嘉穂総合高等学校嘉麻市立大隈城山校で､３月１日に卒
業する３年生に､遠賀川流域住民の会の代表が卒業記念
として竹炭で丹念に作られたストラップを贈呈しました｡
大隈城山高等学校の全生徒の皆さんは ､ 嘉麻市千手の
森で行われる ｢ 源流の森再生応援団 ｣ で､ボランティアと
して毎年活動しています。

遠賀町で鮭の稚魚を放流
２月２５日 ( 日 )､遠賀町
遠賀町立広渡小学校横
の西川の河川敷で､遠賀
町青少年育成町民会議
の主催で｢サケの放流会｣
が開催｡昨年１２月から鮭
の有精卵から飼育､大きく
育ったサケの稚魚を放流
しました。
遠賀川流域だより 2018.03－⑥

ストラップを受け取る卒業生
ラップを受け取る卒業
業生
おめでとう！

遠賀町青少年育成町民会議

また遠賀川に戻ってきてね～

遠賀川

①〜⑨水辺のイベント
スポーツ施設
公園

水辺のイベント（4-5月）

季節の花
チューリップ（4月）
つつじ（4~5月）
藤棚（4~5月）

芦屋町総合運動公園
夏井ヶ浜はまゆう公園
江川河畔公園
魚見公園（つつじ）

アジサイ
（5~6月）
多種

レジャープール「アクアシアン」

⑨-6

⑨ サケ稚魚放流

芦屋海浜公園
遠賀川魚道公園
遠賀川河口館
ターゲットバードゴルフ

自然（山・森）
水辺の施設

島津・丸山歴史自然公園
みどりんぱぁーく
水巻町総合運動公園
明神ヶ辻山展望台

⑨-13

遠賀川こいのぼりまつり

テニスコート
堀川歴史公園
遠賀総合運動公園

今古賀中央公園
戸切スポーツ広場

ふれあい広場
屋島公園
ふれあいの里
中間市体育文化センター
遠賀川河川敷多目的広場
（グラウンド）
屋島公園、屋島テニスコート
太陽の広場
中間市営野球場

⑨-2
⑨-7

大谷自然公園

ほたる観察会

④⑥

ジョイパルなかま庭球場
吉祥寺公園（藤）

⑧

香月・黒川ほたる祭り

植木桜づつみ公園
パークゴルフ場

犬鳴川さくらまつり

竜王ヶ丘公園

のおがたチューリップフェア

①

鴨生田公園

猫塚公園

直方リバーサイドパーク
（チューリップ）

⑨-8
桜堤公園

遠賀川水辺館

③

水町遺跡公園

福智山ろく花公園
岩屋権現自然公園

南良津親水公園

⑨-17

協奏の庭

⑨-12

公認野球場

新水公園
西鞍丘公園（野球・サッカー等）

竜ヶ鼻ノロシ台跡公園

ワィ・ワィ・ワ広場

犬鳴ダム公園

風治八幡宮川渡り神幸祭

定禅寺の藤（迎接の藤）

金田河川公園
力丸ダム公園

笠城ダム公園

⑨-14
⑨-16

健康の森公園

②

金田ふれあいスポーツ公園

平成万葉公園（道の駅かわら)（つつじ）

⑨-15

香春町体育センター
香春町総合運動公園

筑豊緑地公園

⑨-4

⑨-9

飯塚アイスパレス

⑨-10

⑦

田川市石炭記念公園
中央公園

大任中央公園

戸城山森林公園

大任町町民グラウンド

⑨-5

嘉麻市温水プールスイミングプラザなつき

目尾河川敷の鯉のぼり掲揚
そえだサン・スポーツランド
桂川町グランド・ゴルフ場

⑨-11

内木城の藤棚
鮎返り

西田清流公園

サンビレッジ茜

嘉穂水辺の楽校・鯉のぼり掲揚

⑨-1,3

⑤

クアハウスハピネス
益富城自然公園

谷岡つつじ園

嘉穂総合運動公園

小野谷あじさいロード（アジサイ）
小
0

1

5

10km

花の広場

｢知っ得情報！遠賀川｣で最新の情報を知ることができます！

英彦山花園

花見ケ岩公園

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→
遠賀川流域だより 2018.03－⑦

※ 各イベント名の前に付いている番号は、 ７ページの
地図に表示のイベントを示しています。

遠賀川

水辺のイベント（4-5月）
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｡
②目尾河川敷の鯉のぼり掲揚
目尾河川敷の鯉のぼり掲揚
４月１日(日)～５月１３日(日)

③犬鳴川さくらまつり
犬鳴川さくらまつり

概要：今年も ､多くの市民ボランティアによ
り植えられた約１３万本の色とりどり
のチューリップで河川敷にお目見え
します｡期間中の土曜 ､日曜日には､
多数のイベントが開催します。
会場：直方リバーサイドパーク
（直方市庁舎付近遠賀川河川敷）
問：直方チューリップフェア実行委員会
事務局（直方市観光物産振興協会）
tel．０９４９－ ２８－８１３５

概要：子どもの健やかな成長を願って､鯉の
ぼりを遠賀川河川敷に掲揚します｡
４０本の支柱に約１６０匹の鯉のぼり
が掲揚されますので是非ご覧下さい｡
会場：飯塚市目尾
（遠賀川の鯰田大橋下流
左岸の河川敷）
問：目尾フォーラム
tel.０９０－８２２８－８１０１

概要：７日前夜祭､８日河川清掃などが開催
されます｡
前夜祭ではペットボトルで作ったエコ
キャンドルで犬鳴川が照らされます。
是非お越し下さい。
会場：宮若市 犬鳴川河川公園
問：犬鳴川みどりの会事務局
（宮若市まちづくり推進課）
tel．０９４９－３２－０７７３

④遠賀川こいのぼりまつり
遠賀川こいのぼりまつり

⑤嘉穂水辺の楽校・鯉のぼり掲揚
嘉穂水辺の楽校・鯉のぼり掲揚
４月１５日(日)～５月１３日(日)
４月１５日(日)
～５月１３日(日)

⑥ほたる観察会
ほたる観察会

①のおがたチューリップフェア
のおがたチューリップフェア
４月７日(土)～４月１５日(日)

４月８日(日)
(日)～５月６日(日)
～５月６日(日)
概要：中間市役所前の遠賀川河川敷に多
くの鯉のぼりが泳ぎます｡芝生広場
でお弁当を食べながら眺めることが
できます。
会場：中間市役所前遠賀川河川敷
問：なかま三世代ふれあいの会
tel.０９３－２４４－７８０１

４月７日(土)
７日(土)～４月８日(日)
～４月８日(日)

５月１９日(土)
概要：曲川源流水辺の里でゲンジボタルの
再生活動を行っています｡
ピークには､２００匹を超えるホタルの
飛翔を観察できることもあります。
会場：曲川源流水辺の里
（中間市通谷１丁目３３番）
問：中間ほたる・メダカの会
tel.０９３－２４４－０４５１

概要：約４０の鯉のぼりが嘉穂水辺の楽校
公園を泳ぎます｡優雅に泳ぐ鯉のぼ
りを是非ご覧下さい。
会場：嘉麻市上西郷（遠賀川大隈橋上流
の左岸・嘉穂水辺の楽校公園）
問：嘉穂水辺の楽校周辺の環境を守る会

⑦風治八幡宮川渡り神幸祭
風治八幡宮川渡り神幸祭
５月１９日(土)～５月２０日(日)

⑧香月・黒川ほたる祭り
香月・黒川ほたる祭り
５月２６日(土)～５月２７日(日)

概要：福岡県の五大祭りの一つに数えられ､
無形民俗文化財第１号にも指定され
たまつりです｡２基のみこしと色鮮や
かバレンやのぼりを立てた１１台の
山笠が､五穀豊穣と天下泰平を願っ
て香春岳を望む彦山川を渡ります。
会場：飯彦山川周辺（田川市大字伊田）
問：田川市たがわ魅力向上課
tel.０９４７－８５－７１４７

概要：次世代を担う子ども達に夢と希望を与
えるため､日本一のホタルの里を目指
して自然環境の保全活動に取り組ん
でいます｡
ホタルの飛翔状況を探索します｡
会場：八幡西区石坂１丁目～香月西４丁目
問：香月・黒川ほたるを守る会
tel.０９３－６１７－１２２９

⑨３月開催のサケ稚魚放流予定
３月開催のサケ稚魚放流予定 問：遠賀川源流サケの会 tel.０９４８－５４－４１１０

3月10日(土)
3月12日(月)

3月13日(火)
3月14日(水)
3月17日(土)
3月18日(日)
3月19日(月)
3月20日(火)

番 号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

放 流 団 体 等

遠賀川流域だより
発行

嘉穂水辺の楽校(大隈橋)
笹尾川水辺の楽校
嘉穂水辺の楽校(大隈橋)
糸田橋付近
稲築親水公園
遠賀川河口堰魚道
中島
桜橋下
二瀬中前
番田橋
松田橋
市場小学校前
えびつ駅白谷橋下
金田水辺の楽校
清瀬親水公園
方城伊方大橋下
わくわくごとくリバー(御徳)

皆 様 のご意 見、 ご感想を お 待ちしています。
協力
遠

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/

遠賀川流域だより 2018.03－⑧

放 流 場 所

嘉穂小学校(４年生) 嘉麻市民環境放流会
八幡西区幼稚園児 笹尾川水辺の楽校運営協議会
嘉穂小学校(４年生) ふるさと探検隊
小学生児童 下田川ライオンズクラブ
幼稚園児、小学生児童 いなつき河童共和国
芦屋東小学校 遠賀川河川事務所河口堰管理支所
園児 中島自然再生協議会
若宮小学校(2年生) 原田自治犬鳴会
伊岐須小学校、二瀬中学校 龍王・山・里・川の会
伊田小学校(４年生) 伊田校区まちづくり協議会、みこしをかつぐ会
上穂波小学校(3年生) 筑穂ライオンズ
赤池中学校 ひこさんがわ夢の会
小学生児童 矢矧川を清流に戻す会
金田小学校 田川ふるさと川づくり交流会
勾金小学校他(3年、4年生) 金辺川を楽しむ会
方城中学校、伊方小学校 ひこさんがわ夢の会
小竹北小学校(1年、2年生) NPO法人「小竹に住みたい」まちづくりの会

賀

ク

放 流 日
3月8日(木)
3月9日(金)

ー
川の
シンボ ル マ

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
h t t p ://www. ongagawa. j p/

