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最新の情報はFacebook ページ

「知っ得情報！遠賀川」にて情報発信中

遠賀川流域住民団体の活動・イベント情報はコチラ！





遠賀川流域だより 2018.10－②②

　8 月 5 日（日）直方市植木（花ノ木堰上流）犬鳴川河川敷で「第 2 回遠賀川いかだフェスタ」が遠賀川

いかだフェスタ実行委員会の皆さんによって開催されました。

　この大会は、川に近づき、楽しみ、親しみをもって河川浄化と河川環境向上の意識を啓発し、併せて競技

ルールやマナーを遵守し、河川敷で楽しく集うことを目的に開催されています。この日は、市内をはじめ近

隣の市町から遠くは福岡市から、家族連れや会社の仲間など、老若男女の 150 名が競技に挑みました。

　いつも静かな河川敷も今日は声援が響きました。暑い一日となりましたが、それぞれの部門ごとで熱戦が

繰り広げられました。

　８月２３日（木）から８月２５日（土）の二日間、

遠賀川で環境保全を学んでいる大学生５名が「アファ

ンの森」へ行ってきました。「アファンの森」とは、

Ｃ．Ｗニコルさんが故郷の英国ウェールズの森林再生

運動にならい、長野県信濃町の荒れ放題だった山を再

生した森のことです。５名は「アファンの森」研修の

体験を９月９日の報告会で発表しました。

遠賀川いかだフェスタ実行委員会第２回遠賀川いかだフェスタ⑥

ＮＰＯ法人直方川づくりの会「アファンの森」研修⑦

　８月５日（日）午前、飯塚川づきあい交流会主催

で遠賀川の支流穂波川で遠賀川カヌー駅伝大会を開

催しました。 １０チームの参加で優勝はだいぶ元気っ

こＡ、準優勝はだいぶカヌーコーチ、三位がミンド

ラムファミリーでした。ひっくり返ったり、グルグ

ル回ったり競技そっちのけのチームがあったりで和

やかな雰囲気で無事終了しました。

　選手や応援の皆さん暑い中、大変お疲れ様でした。  

飯塚川づきあい交流会第１５回遠賀川カヌー駅伝大会⑤

～遠賀川流域のイベント 8月～～遠賀川流域のイベント 8月～
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遠賀川流域だより 2018.10－③③

初
開

催イベント！

　9 月 23 日（日）中間市遠賀川河川敷（中間市役所前）では、さわやかな風と音楽が流れる中、第 1 回遠賀川

ハワイアンフラダンスフェスティバルが行われました。遠賀川流域や福岡市や県外からもたくさん参加されたよ

うです。主催は、NPO 法人博多笑い塾のみなさん。さわやかな風にやさしくゆれるハワイアンダンス、ゆっく

りとした時が流れていました。

NPO法人博多笑い塾
第1回遠賀川ハワイアンフラダンスフェスティバル⑩

　９月１６日（日）小竹町役場前遠賀川河川敷

で「ひがん花まつり 2018」が NPO 法人「小

竹に住みたい」まちづくりの会の皆さんにより

開催されました。会場となる河川敷には彼岸花

が植えられており、花が咲くこの時期にお祭り

が開催されます。開催前には地元の方や参加さ

れる方々とともに河川敷でごみ拾いを行いまし

た。カヌー体験、ミニ四駆、輪投げ、綱引き、

水鉄砲バトルなどのイベントもあり、たくさん

の方々で賑わいました。

ＮＰＯ法人「小竹に住みたい」まちづくりの会
小竹町遠賀川クリーンキャンペーン ひがん花まつり２０１８⑨

　９月９日（日）楽しいオリオンピックが、北九州折尾、堀川で開催されました。

当オリオンピックは、楽しい競技を堀川周辺で行うことで、現在の汚い川のイ

メージの改善や、もっときれいにしないといけないと言う意識づけにつなげ

ようとオリオンピック実行委員会の皆さんが開催しています。今年で 3 年目

を迎えました。 雨も心配しましたが、楽しい熱戦が繰り広げられました。

オリオンピック実行委員会
オリオンピック２０１８⑧
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遠賀川流域だより 2018.10－④④

　NPO 法人遠賀川流域住民の会では第 17 回芦屋・若松海岸クリーンキャンペーンを開催しました。前日の雨

も上がり好天に恵まれ、遠賀川流域の住民や企業・行政の皆さんなど４２４名の参加を頂きました。

 　今回は、遠賀高等学校、嘉穂東高等学校、中間高等学校、香春町立勾金中学校、遠賀町立遠賀南中学校、嘉

麻市嘉穂ふるさと探検隊（小学生）の次世代を担う若い人が沢山参加されたことに心強く感じました。

　地元の芦屋の自然を守る会や洞山保存会及び関係団体にお世話頂き、無事終了しました。きっと海も喜んでい

ると思います。葦や流木などの自然ゴミは若干残りましたが、きれいな砂浜となりました。

     川をきれいにして白い砂浜を皆で取り戻しましょう。この芦屋・若松海岸クリーンキャンペーンを終えます

と、遠賀川流域では秋の清掃月間に入ります。

ＮＰＯ法人遠賀川流域住民の会
第17回芦屋・若松海岸クリーンキャンペーン⑫ 

　9 月 23 日（日）宮若市犬鳴川、犬鳴川河川公園で「第 1 回宮若市　ヒガンバナまつり」が宮若市ヒガンバナ

まつり実行委員会の皆さんの主催で開催されました。犬鳴川河川公園は「犬鳴川みどりの会」の皆さんが平成 7

年から整備され、桜の木や市花となった「彼岸花」を、春の桜祭りや秋の芋煮

会を通して植栽され、現在では 25 万球を超えるきれいな彼岸花が咲き乱れて

います。今回、初めての「ヒガンバナまつり」が開催され、開会式後、楽しい

イベントが繰り広げられました。たくさんの方々が訪れ、きれいな彼岸花をバッ

クに記念撮影をされたり、子ども達は花の周りで「きれい！きれい！」と嬉し

そうに眺めていました。

宮若市ヒガンバナまつり実行委員会
第１回宮若市 ヒガンバナまつり⑪初

開

催イベント！
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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 福智山ろく花公園（多種）福智山ろく花公園（多種）

英彦山花園英彦山花園

大根地山大根地山
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内野の大イチョウ内野の大イチョウ

神宮院の大イチョウ神宮院の大イチョウ

花の木堰の大イチョウ花の木堰の大イチョウ

八剱神社の大イチョウ八剱神社の大イチョウ

１１月４日（日）
第15回ふくおか水もり自慢! in 紫川

　北九州市

１１月１７日（土）・１８日（日）
第18回九州「川」のワークショップ in 緑川

　熊本県嘉島町

１１月２５日（日）
芋煮会　宮若市

本県嘉島町

１２月１３日（木）
献鮭祭　嘉麻市

１２月２３日（日）～２５日（火）

彦山川クリスマスイルミネーション　田川市

１２月２日（日）
バードウォッチング　

山口県山口市

１１月１１日（日）･１１月２５日（日）･１２月９日（日）

いきものさがし　飯塚市

水辺の施設

多種

季節の花

水辺のイベント

紅葉

物産館・直売所

遠賀川流域だより 2018.10－⑤



遠賀川流域だより 2018.10－⑥⑥

※各イベントの場所は左ページの地図で確認できます。
※事前申し込みが必要なイベントがあります。
※天候等により開催⽇が変更され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。
※流域すべてのイベントは掲載できておりません。１０／１１までに、国⼟交通省へ河川利
 ⽤の連絡があったイベントを掲載しております。ご了承ください。

第 1５回ふくおか⽔もり⾃慢 ! 
in 紫川

１１⽉４⽇ ( ⽇ )
１０：００〜１７：００

場所：（午前）  北九州市水環境館

　　　（午後）北九州市立生涯学習

                    総合センター　

主催：第 15 回ふくおか水もり自慢 ! 

         in 紫川　実行委員会

　問：九州大学流域システム工学

         研究室（仲野さん・林さん）

　　　092-802-3419

第 1８回九州「川」のワークショップ
in 緑川

１１⽉１７⽇ ( ⼟ )・１８⽇ ( ⽇ )
場所：熊本県嘉島町民会館

主催：第 18 回九州川のワーク

　　　ショップ in 緑川実行委員会

　問：第 18 回九州川のワーク

　　　ショップ in 緑川実行委員会

　　　事務局

　　080-7959-2706

　　

ョップ第 1８回

1111月

芋煮会
１１⽉２５⽇ ( ⽇ )

場所：犬鳴川河川公園　

主催：犬鳴川みどりの会

　問：犬鳴川みどりの会

　0949-32-0773

③１２⽉９⽇ ( ⽇ )
１０：００〜１３：００

主催：飯塚市エコ工房

　問：飯塚市エコ工房

　0948-22-5679

場所：健康の森公園

いきものさがし 
①１１⽉１１⽇ ( ⽇ )
②１１⽉２５⽇ ( ⽇ )

１０：００〜１５：００

　

場所：①健康の森公園

　　  ②大将陣公園　

バードウォッチング
１２⽉２⽇ ( ⽇ )

場所：山口県山口市他

対象：小学生・中学生・高校生

参加費：３００円（保険代含む）

申込：１１月２５日（日）〆切り

　問：遠賀川水辺館

　　　０９４９－２２－１８１０

又は遠賀川河川事務所　直方出張所

　　　０９４９－２４－００８３

ォッチ

献鮭祭
１２⽉１３⽇ ( ⽊ )

場所：嘉麻市大隈　鮭神社境内

主催：遠賀川源流サケの会

　問：大里さん（神社広報担当）　

　090-7388-8011

彦⼭川クリスマスイルミネーション
１２⽉２３⽇ ( ⽇ ) 〜２５⽇ ( ⽕ )

場所：田川市伊田ばんだこうら　

主催：田川市

　問：イルミネーション

　　　実行委員会

　

スイル

1212月

9



⑦⑦遠賀川流域だより 2018.10－

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

本誌の取組状況については、 取材できたものに限ります。
ご了承ください。

 今回の平成 30 年 7 ⽉豪⾬によって⼀部の地域で、
堤防が決壊するおそれが⾼かったことなどを受け、
9 ⽉ 20 ⽇遠賀川⽔辺館にて「遠賀川学識者懇談会」
を開催し、学識者から今後の整備に関する貴重なご
意⾒をいただきました。
 引き続きご指導いただきながら、より安全な河川
にするために河川整備計画を⾒直していきます。
今後、流域住⺠の皆様にもご意⾒を伺っていきます。

 遠賀川は昔から鮭が遡上する川として知られています。河⼝から約 50km 上流の嘉⿇市⼤隈
に全国で唯⼀の全国で唯⼀の「鮭神社鮭神社」があります。建てられたのは今から 1200 年ほど前の奈良時代という
                  古いお宮で、遠賀川に帰ってくる鮭は “神の使い” とし
                  て尊ばれています。
                   鮭神社では毎年 12 ⽉ 13 ⽇に献鮭祭献鮭祭という遠賀川をの
                  ぼってきた鮭を神様にお供えすることで、五穀豊穣を願う
                  お祭りをします。
                   遠賀川では多くの鮭に帰ってきて欲しいとの想いから、
                  毎年流域内 20 もの住⺠団体が、鮭の稚⿂放流を実施して
                  います。
                   昨年は遠賀町に鮭が帰ってきて、献鮭祭に献上するこ
                  とが出来ました！
     サケを⾒つけた⽅は遠賀川河川事務所河川環境課までご連絡を！！     サケを⾒つけた⽅は遠賀川河川事務所河川環境課までご連絡を！！

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

遠賀川にサケが帰って来ていることを！遠賀川にサケが帰って来ていることを！遠賀川にサケが帰って来ていることを！

今年も帰ってきてね！今年も帰ってきてね！今年も帰ってきてね！今年も帰ってきてね！
献鮭祭の様⼦

H29.12 ⽉２⽇
に遠賀町で

発⾒されたサケ

鮭神社

   
鮭がのぼってこない
年は、⼤根の縦割り
に、とうがらしの輪
切りの⽬をほどこし
て、鮭に⾒⽴てて供
えています。

平成３０年７月豪雨を踏まえて河川整備計画

のあり方について学識者の意見を伺いました。

知っていますか？知っていますか？

⼦

ぼってこなこ
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