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遠賀川流域だより 2018.12－①①

ＩＬＯＶＥ遠賀川ｉｎ嘉穂実行委員会ＩＬＯＶＥ遠賀川ｉｎ嘉穂②

　大隈橋の上下約 2 ㎞の河川敷で地元の方々で清掃

活動を行いました。きれいになった後は魚とり。大

人も童心に返って楽しい一日を満喫しました。この

実行委員会は平成８年に発足され、２０年以上続く

活動となっています。

【１０月１４日（日）：嘉麻市大隈遠賀川河川敷】

遠賀川流域フェスタ実行委員会
ＩＬＯＶＥ遠賀川＆遠賀川流域フェスタｉｎ飯塚

①

～遠賀川流域のイベント１０月・１１月～

　31 回目を迎えた「ＩＬＯＶＥ遠賀川」は清掃活動と共にもっと河川敷で楽しもうと、「遠賀川流域フェスタ

in 飯塚」と併せて開催されました。川とまちをつなげ、遠賀川に賑わいのある空間を創出する近畿大学小池研

究室と連携し、このフェスタを作りあげていきました。学生たちによる新たな河川敷の活用として、製作され

たウッドデッキは、フラダンスやヨガのステージのほか、ベンチとしても利用され、会場に集まった方々の川

に近づくきっかけとなっていました。遠賀川では、川ひらたやカヌーが体験でき、特設ステージで行われたハ

ルのコンサートではハルと河川協力団体で「遠賀川」の合唱が行われました。また、早朝から日本野鳥の会筑豊

支部によるバードウォッチングが行われ、２３種類の野鳥と出会うことができました。

【１０月１４日（日）：飯塚市中之島河川敷】

初
開

催イベント！

川ひらた乗船会川ひらた乗船会川ひらた乗船会川ひらた乗船会

河川協⼒団体とハルの合唱河川協⼒団体とハルの合唱河川協⼒団体とハルの合唱河川協⼒団体とハルの合唱

カヌー体験カヌー体験カヌー体験

フラダンスショーフラダンスショーフラダンスショーフラダンスショー

ヨガ教室ヨガ教室ヨガ教室ヨガ教室

バードウォッチングバードウォッチングバードウォッチングバードウォッチング

ウッドデッキで⼀息！ウッドデッキで⼀息！ウッドデッキで⼀息！
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大任町青年会議所第32回しじみまつり③

　しじみの浄化作用で水環境をよくすると

いうコンセプトではじまった祭りは、今年

で 32 回目を迎えました。ラムネの早飲み

大会や大縄跳び、豪華景品が当たる抽選会

などのイベントが行われました。

【１０月１４日（日）：大任町彦山川水辺公園】

JR九州ウォーキング④ JR九州

　ウォーキングコースの遠賀川河口堰で恒例となっ

ている「多自然魚道」の PR が行われました。

ウォーカーから地元の方々まで、鮭の遡上に関心を

示されていました。 今年も遠賀川に鮭が帰ってほしいものです。

【１０月１４日（日）：遠賀町遠賀川河川敷】

12 月 13 日（木）鮭献祭開催！12 月 13 日（木）鮭献祭開催！12 月 13 日（木）鮭献祭開催！

笹尾川橋脚壁画除幕式＆水辺で遊ぼう⑤

　香月中学校美術部の生徒が、夏休みに描いた橋脚壁画「香月今昔物語」の除幕式と「水辺で遊ぼう」が同時

開催されました。今年で３年目になるこの壁画は、落書きで汚れた橋脚をまっさらのキャンパスにかえ、絵を

描くことで、市民が集う場所になればという願いが込められています。「水辺で遊ぼう」では子どもたちが、カ

ヌーや笹尾川の水生生物の調査などの体験をしました。あわせて河川敷の草刈り活動も行いました。また夏に

は、ＴＯＴＯの社員 48 名の皆さんに、猛暑の中、草刈りの支援をしていただきました。

笹尾川水辺の樂校運営協議会

制作制作制作 完成除幕式完成除幕式完成除幕式

【１０月８日（月）：北九州市八幡西区笹尾川水辺の樂校】

草刈活動（ＴＯＴＯ⽀援）草刈活動（ＴＯＴＯ⽀援）草刈活動（ＴＯＴＯ⽀援）

月みて一杯！観月会⑥

　流域が穏やかであるよう願いを

こめて、直方の観月会では、地域

住民の皆さんが集まり、美味しい

ご飯をいただきながら、少し雲に

隠れた満月を鑑賞しました。

また、田川の観月会では、お手製

の「満月」を持って、参加した皆

さんと笑顔で川のめぐみに感謝して、乾杯しました。

直方川づくり交流会・田川ふるさと川づくり交流会
【9 月 21 日（日）：直方市遠賀川水辺館・9 月２６日（水）：田川市彦山川河川敷】

遠賀川

響灘

西川

犬鳴川

八木山川

穂波川

黒川
笹尾川

彦山川
金辺川
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遠賀川遠賀遠
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川黒川
笹尾笹尾川笹尾川

彦山川彦山川彦山川彦
金辺川金辺
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　秋晴れのなか、野鳥の観察・ワンドや遠賀川に棲む魚たち、野に咲く花や生き物など、中島の中央部を一周す

るコースをゆっくりと散策しました。自然再生事業で整備された水路では、カルガモが人の気配を感じて一斉に

飛び立つ様子が観察されました。観察を終えると会の皆さんが準備していただいた豚汁やはがまご飯、熱々の芋

やアジの天ぷらを美味しく頂きました。

中島自然再生協議会第８回中島・秋の観察会⑨
【１０月２８日（日）：中間市中島】

遠賀町　河川敷ビン・カンごみ回収実行委員会
河川敷ビン・カンごみ回収⑧

　福岡県立遠賀高校の生徒会とボランティア部の生徒さんをはじめ、たくさんの皆さんが集まり、およそ片道

２．５ｋｍの河川敷を清掃、たくさんのごみが集まりました。ポイ捨てをなくし、河川敷をもっときれいにす

るために、昨年から「ビン・カンごみ回収」を行ってきました。今年度は「遠賀町がんばる地域まちづくり事

業」として、取り組むことができました。

【１０月２7 日（土）：遠賀町遠賀川河川敷】

福岡県立遠賀高校の生徒会とボランティア部の生徒さん福岡県立遠賀高校の生徒会とボランティア部の生徒さん福岡県立遠賀高校の生徒会とボランティア部の生徒さん

　                                            ここのコスモス畑は、筑豊電鉄香月駅近く、黒川河川敷（梅崎橋）の 3600 ㎡

　　　　　　　　　　　　　　の土地に、2001年から整備してきました。それまでは荒れ地で不法投棄などのゴ

　　　　　　　　　　　　　　ミがたくさんあったそうです。当日は雨が心配されましたが、参加された園児たち

　　　　　　　　　　　　　　の、コスモス畑の散策やバルーン飛ばし、記念撮影、おいし い豚汁などをいただく

　　　　　　　　　　　　　　まで天候に恵まれた会となりました。今回は、北九州市のマスコットキャラクター

　　　　　　　　　　　　　　「官兵衛君」も園児たちと一緒に花鑑賞会に参加、園児たちも最高の笑顔で官兵衛

　　　　　　　　　　　　　　君と記念撮影をしていました。

ふるさとまちづくりの会コスモス花鑑賞会⑦
【１０月２６日（金）：北九州市八幡西区香月黒川河川敷（梅崎橋）】西川
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　彩り鮮やかなパンジーいち面の花壇に、

河川敷を楽しむ沢山の人達の心和む一時

と、河川敷へのゴミ投棄抑制への願いを

込めて花苗植えを行いました。

田川ふるさと川づくり交流会彦山川河川敷花の植栽⑫ 
【１１月３日（土）：田川市伊田彦山川河川敷】

第１２回遠賀川わくわく夢フェスタ⑪
【１０月２８日（日）：直方市遠賀川リバーサイドパーク】

　直方で遊ぼう！食べよう！学ぼう！をテーマに開催されたこのフェスタでは、乗馬や人力車など、河川敷では

なかなか体験できないことが盛りだくさんに詰まっていました。また、春に向けてチューリップの植え付けも行

いました。色とりどりのチューリップが満開になる日が楽しみです。

でかっ
！

でかっ
！

でかっ
！

流⾏中
？しゃ

ぼん⽟
おじさ

ん

流⾏中
？しゃ

ぼん⽟
おじさ

ん

流⾏中
？しゃ

ぼん⽟
おじさ

ん

洪⽔で流されてきた樹⽊洪⽔で流されてきた樹⽊洪⽔で流されてきた樹⽊

ＮＰＯ法人遠賀川流域住民の会源流の森再生応援団⑩ 
【１０月 21 日（日）：嘉麻市千手長野地区】

　今年も毎年作業を手伝ってくれている地元大隈城山高校の生徒１・２年生に

よる竹の運搬作業からはじまりました。昼食は地元の皆さんが作っていただい

たカレーライスを美味しくいただきました。昼食後は青木先生による環境学習

講義、午後は残りの窯入れ作業を行いました。開催の事前準備として、生徒の皆

さんが運搬しやすいように、竹林の整備を兼ねた竹の切り出し積み上げ作業も

行われました。後日、竹炭作りをはじめ約一週間後に完成しました。

事前準備事前準備事前準備 運搬運搬運搬 作業作業作業 完了完了完了

1 本１本手渡しで1 本１本手渡しで1 本１本手渡しで切り出し・積み上げ切り出し・積み上げ切り出し・積み上げ
四つ割り四つ割り四つ割り 窯入れ窯入れ窯入れ



岡垣町

ひこさんホテル和 ひこさんホテル和 

遠賀川温泉遠賀川温泉

源じいの森源じいの森

松原温泉 松原温泉 柿下温泉 柿下温泉 

庄内温泉筑豊ハイツ 庄内温泉筑豊ハイツ 

英彦山温泉しゃくなげ荘 英彦山温泉しゃくなげ荘 

日王の湯日王の湯

ふるさと交流館なつきの湯 ふるさと交流館なつきの湯 

ほうじょう温泉 ふじ湯の里 ほうじょう温泉 ふじ湯の里 

脇田温泉（若宮市観光協会） 脇田温泉（若宮市観光協会） 

伊川温泉（伊川温泉観光協会）伊川温泉（伊川温泉観光協会）

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

大根地山大根地山

古処山古処山

戸城山戸城山

福智山福智山

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

１月２４日（木）

平成３０年度九州防災・減災シンポジウム　
直方市

１月１日（火）
遠賀川源流若水くみ　嘉麻市

１月１３日（日）

第４回のおがた新春マラソン　直方市

１月２７日（日）
第３８回ふるさと遠賀川親子たこあげ大会　

中間市

２月～３月
サケの放流会　流域各地

２月９日（土）

エコスタ飯塚　飯塚市

１月２７日（日）

リバーチャレンジスクール１０２
川風うけて天まであがれたこあげ大会　直方市

水辺の施設

季節の花

水辺のイベント

梅（2月）

温泉

遠賀川流域だより 2018.12－⑤
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※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。１２／５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。

遠賀川源流若⽔くみ
１⽉１⽇ (⽕ )

8：００〜１0：００
場所：嘉麻市桑野

　　　遠賀川源流公園　

主催：I LOVE 遠賀川 in 嘉穂

　　　　　実行委員会

　問：I LOVE 遠賀川 in 嘉穂

　　　　　実行委員会（松岡）

09０-４５８１-８６４９

第４回のおがた新春マラソン
１⽉１３⽇ (⽇ )

場所：直方市溝堀

　遠賀川水辺館前河川敷公園　

主催：新日本スポーツ連盟

　問：新日本スポーツ連盟

09３-６６２-９２７８

リバーチャレンジスクール１０２
川⾵うけて天まであがれたこあげ⼤会

１⽉２７⽇ (⽇ )
１０：００〜１２：００

場所：直方市遠賀川水辺館周辺河川敷

主催：直方川づくり交流会

　問：遠賀川河川事務所　直方出張所

　　　　09４９-２４-００８３

　　　　　　参加費：200 円

　　　　応募〆切：１月２３日（水）

レンジスク ル１０２

1月

第３８回ふるさと遠賀川親⼦
たこあげ⼤会

１⽉２７⽇ (⽇ )
１０：００〜１４：００

場所：中間市役所前遠賀川河川敷

主催：中間市子ども会育成連絡

　　協議会・中間市雲竜凧保存会

　問：中間市子ども会育成連絡

　　　協議会

　09３-２４６-２３２１

第

平成３０年度九州防災・減災
シンポジウム in 遠賀川
１⽉２４⽇ (⽊ )

１３：００〜１７：００
場所：直方市山部

　　　ユメニティのおがた

主催：国土交通省九州地方整備局

　問：遠賀川河川事務所

　　　防災情報課

　　09４９-２2-１８３０

サケの稚⿂放流
２⽉〜３⽉

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。

場所：遠賀川流域各地

エコスタ飯塚
２⽉９⽇ (⼟ )

１０：００〜１６：００
場所：庄内交流センター

　　　　　　　　（旧庄内公民館）

　問：飯塚市・飯塚市教育委員会

　　　・いいづか環境会議

　　　０９４８－２２－５５００

　　　　内線１６５５

飯塚

2 月

今年も !  キタ〜〜〜〜 !

くわしくは次号以降で！！

遠賀川河川敷（直⽅市）に
コウノトリがやってきました！

度九州防
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