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遠賀川流域だより 2019.02－①①

田川の宝! 彦山川を創る会ボランティア団体「中流部会」彦山川でカヌー体験教室②
【１１月１７日（土）：田川市彦山川ばんだごうら河川敷】

　 福岡県立大学の文化祭「秋興祭」に合わせて、「風治八幡宮川

渡り神幸祭」の行われる「ばんだごうら」で、水辺の楽しみ方を

体験してもらおうとカヌー教室が開催されました。会場には出店

もあり、賑わいをみせていました。当日は晴天に恵まれ、参加し

た小学生は秋の彦山川を爽やかに楽しんでいました。

第18回　九州「川」のワークショップin緑川第18回　九州「川」のワークショップin緑川第18回　九州「川」のワークショップin緑川第18回　九州「川」のワークショップin緑川
【１１月１７日（土）１８日（日）：熊本県嘉島町民会館ホール「アクア」】

☆遠賀川流域から６団体が発表☆☆遠賀川流域から６団体が発表☆
遠賀川水辺館　おやじの会 生き物にやさしい頑固爺さん達

遠賀川ユースリーダー 森から川を見る

直方川づくり交流会 「続・遠賀太郎　世界水フォーラムinブラジル！」

河川・環境ボランティア 月に１度の清掃活動！！～春の小川まつり～

NPO法人遠賀川流域住民の会 芦屋・若松海岸クリーンキャンペーン

龍王・山・里・川の会 遠賀川の鮭は神さまの使い

　九州「川」のワークショップは、河川流域で活動している団体・学校・行政・企業などが一堂に会し、活動

発表・意見交換や情報共有を行い、よりよい水環境を育むと共に防災意識の向上をみんなで検討し、あわせて

次世代を担う人材の育成と流域連携の促進を目指すものです。九州全県より参加者があり、発表団体は 44 団

体で、その内遠賀川流域からは 6 団体が参加しました。

「生き物にやさしい頑固爺さん達」を
発表する清野重秋さん

「生き物にやさしい頑固爺さん達」を
発表する清野重秋さん

「森から川をみる」を発表する
仲野健太郎さん

「森から川をみる」を発表する
仲野健太郎さん

「月に１度の清掃活動！！～春の小川まつり～」
を発表する高橋幸子さん

「月に１度の清掃活動！！～春の小川まつり～」
を発表する高橋幸子さん

「続・遠賀太郎世界水フォーラム in ブラジル」を
発表する直方川づくり交流会のみなさん

「続・遠賀太郎世界水フォーラム in ブラジル」を
発表する直方川づくり交流会のみなさん

準グランプリを受賞
準グランプリを受賞
準グランプリを受賞
準グランプリを受賞

遠賀川流域での活動や学んだことを発表！①

　県内各地の川・山・海・森・里の持続的な発展や環境の保全に取り組む団体や関係機関が一堂に会して、地元

の自然の豊かさやそれを守る仲間の姿などについての自慢をしあう大会が行われました。流域内からもたくさん

の皆さんが参加し、活動した内容や課題などを発表しました。

第15回　ふくおか水もり自慢in紫川第15回　ふくおか水もり自慢in紫川第15回　ふくおか水もり自慢in紫川第15回　ふくおか水もり自慢in紫川
【１１月４日（日）：北九州市水環境館・北九州市立生涯学習総合センター】

☆遠賀川流域のイベント１1 月～１月☆

笹尾川水辺の楽校運営協議会 笑顔がいっぱい！笹尾川！

嘉穂ふるさと探検隊　☆ 嘉穂ふるさと探検隊の活動報告

直方川づくり交流会　☆ リバーチャレンジスクール　100回目を記念して

NPO法人「小竹に住みたい」まちづくりの会 竹の町！小竹町☆竹炭による水質浄化作戦

ＹＮＨＣ （直方第二中学校科学部） 春の小川(せせらぎ水路)と河口堰の多自然魚道の調査～一考察～

ＮＰＯ法人直方川づくりの会　☆ サマースクールはめっちゃ楽しい！

堀川再生の会・五平太　☆ 遠賀堀川、誕生までの2世紀

めだかの学校 遠賀川生き物調査隊　☆ カマキリ大好き！

遠賀川流域子ども水フォーラム実行委員会 「世界水フォーラムinブラジル」に参加して

堀川再生の会・五平太 なんたって、完成するまで約2世紀かかった堀川

遠賀川ユースリーダー アファンの森を見学してきました！！

表彰されましたよ～表彰されましたよ～表彰されましたよ～

嘉穂ふるさと探検隊の発表嘉穂ふるさと探検隊の発表 NPO 法人直方川づくり交流会の発表NPO 法人直方川づくり交流会の発表

☆遠賀川流域から１１団体が発表☆☆遠賀川流域から１１団体が発表☆ （☆：子ども部門の発表）



遠賀川流域だより 2019.02－②②

もっと知ろう！私たちの遠賀川シンポジウム２０１８⑤ 芦屋町立芦屋東小学校
【１２月７日（金）：芦屋町立芦屋東小学校】

活動発表の様⼦活動発表の様⼦活動発表の様⼦

　遠賀川の河口に位置する芦屋東小学校では、河口堰の近くにある遠賀川多自然魚道公園を活用して、環境

学習を行っています。「自分で調べる・考える」「みんなで話し合う」「みんなに伝える」ことを意識して、自

分たちの生活と遠賀川のかかわりや遠賀川多自然魚道公園の自然環境、生息している生き物について 1 年間

学んできました。児童達は、学習した内容をそれぞれの班ごとに発表しました。

遠賀川流域住民の会④ 遠賀川環境学習指導者養成講座（第1回）
【１２月２日（日）：飯塚市防災センター・嘉麻市漆生浄水場ほか】

　遠賀川流域住民の会の会員を対象に、遠賀川流域の文化・歴史や水環境、施設等を学習して次世代に継承

するための講座を行いました。この講座は、3 年計画で流域を 4 つのブロックに区分けして開催いたします。

　第 1 回目は、飯塚・嘉麻・桂川地区を中心に開校式、水質関連と遠賀川の歴史についての座学、そして

午後から防災センター等を見学しました。

　参加された皆さんは、「遠賀川の歴史には、地域で

言い伝えがあり、大変参考になりました。遠賀川は

おもしろい。」とおっしゃっていました。

初
開

催イベント！

浄⽔場⾒学の様⼦浄⽔場⾒学の様⼦浄⽔場⾒学の様⼦

⽔質調査の様⼦⽔質調査の様⼦⽔質調査の様⼦

犬鳴川みどりの会芋煮会③

　小春日和の暖かい日差しの中で平成最後の芋煮会が開催されました。参加され

たみなさんと、公園内の堤防や花壇にひがん花の球根や花の苗を植えた後、犬鳴

川みどりの会の皆さんがつくられた熱々の芋煮をおいしくいただきました。

【１１月２５日（日）：犬鳴川河川公園】

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

中元寺川

③

⑤

④ ②

①①①

④



遠賀川流域だより 2019.02－③③

　彦山川にもっと関心を持ってもらい、きれいな彦山川を！と願って今年もこの祭典が開催されました。その

美しさは神秘的な輝きで、田川の冬の風物詩として皆さんの楽しみとなっています。点灯式典当日は、川ひら

たがお目見えし、九州和太鼓、田川大藪太鼓の児童達による力強い太鼓の披露も行われました。式典後、実行

委員会が準備された温かいうどんやおにぎりなどが振る舞われました。

イルミネーション実行委員会
川面に映るイルミネーションの祭典⑦

【１2 月２3 日（日）～２５日（火）：田川市彦山川ばんだごうら河川敷】

九州和太鼓、田川大藪太鼓の児童達九州和太鼓、田川大藪太鼓の児童達九州和太鼓、田川大藪太鼓の児童達

　今年の献鮭祭は、鮭の遡上が確認できな

かったため、鮭に見立てた大根を北海道標

津町などからいただいた鮭といっしょに鮭

塚へ奉納いたしました。遠賀川流域で活動

する団体の皆さんや地元の嘉穂小学校の児

童などたくさんの方々が参加されました。

　奉納の終了後、新潟県三面川漁業組合か

らいただいた、鮭の受精卵四万粒を飼育場

のふ化器につけ込み、３月の放流に向けて

準備を進めています。

笹尾川水辺の楽校運営協議会
くすばし少年消防クラブ「カヌー安全教室」⑧

　今回の学習は、「安全な川遊びのために（指導者用）」の D V D 鑑賞や、力ヌ一安全教室（座学・体験）、投

網体験などが行われました。「カヌーの安全教室」に参加された皆さんは、指導者の心得や地域の歴史、地域と

のかかわりなど講師のお話を熱心に聞き入っていました。くすばし少年消防クラブの皆さんは、笹尾川水辺の

楽校で行われる催しなどボランティアとして積極的に活動され、強力な支援者として皆さんに大変喜ばれています。　

【１２月２４日（月）：北九州市香月ほたる館】

カヌー教室カヌー教室カヌー教室 投網体験投網体験投網体験

嘉麻市献鮭祭⑥
【１2 月 13 日（木）：嘉麻市大隈　鮭神社】西川

犬鳴川

八木山川

穂波川

遠賀川

黒川
笹尾川

彦山川

金辺川

中元寺川

響灘

⑨

⑩

⑩

⑥

⑧

⑦

ふ化器へ鮭の卵をつけ込む様子ふ化器へ鮭の卵をつけ込む様子

鮭に見立てた大根の奉納鮭に見立てた大根の奉納鮭に見立てた大根の奉納

ご提供していただいた鮭の奉納ご提供していただいた鮭の奉納ご提供していただいた鮭の奉納



遠賀川流域だより 2019.02－④④

　　約 1,500 人の選手の皆さんが、新年の走りはじめとして、日ごろのト

レーニングの成果を発揮するため、学校や仲間の皆さんと一緒に参加され

ました。参加選手は 20 ㎞・10 ㎞・5 ㎞・3㎞のコースを遠賀川水辺

館前河川敷から逐次スタート。河川敷では、応援する方々の「頑張って！

あと少し」の声援を背に、選手たちはゴールをめざして遠賀川の河川敷を

駆けぬけていました。

【１月１３日（日）：直方市遠賀川水辺館前河川敷】

第４回のおがた新春マラソン第４回のおがた新春マラソン第４回のおがた新春マラソン第４回のおがた新春マラソン 新日本スポーツ連盟

流域内各地の河川敷でマラソン大会⑩

【１月１２日（土）：福智町金田地区水辺の楽校】

田川地区中学生新人駅伝大会田川地区中学生新人駅伝大会田川地区中学生新人駅伝大会田川地区中学生新人駅伝大会

　当日は心配された雨も上がり、無事に駅伝大会が開催されま

した。誰よりも早くタスキを渡そうとサイクリングロードを駆

け抜けていく選手たちへ、応援に駆けつけた皆さんは大きな声

援を送っていました。

ＩＬＯＶＥ遠賀川ｉｎ嘉穂実行委員会若水くみ⑨
【１月 1 日（火）：嘉麻市遠賀川源流広場】

　元旦に遠賀川源流の若水を竹水筒で汲んで持ち帰り、お茶などにして

いただくことで、一年間の無病息災を祈願する嘉麻市の伝統行事です。

遠くは佐賀県からテレビを見て参加された方もいらっしゃいました。

　当日参加された方に無料で配布した竹筒は、実行委員会の方々が 12

月 29 日（土）に１３０本作成して用意しました。



岡垣町

遠賀川河口館遠賀川河口館

遠賀川水辺館遠賀川水辺館

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）ふる里かわら梅まつり（梅）

梅安天満宮梅安天満宮梅安天満宮

大任町花公園（菜の花）大任町花公園（菜の花）

な・ひ・こ畑
（菜の花）（菜の花）
な・ひ・こ畑
（菜の花）

林公公林公公公公公公公林公公公林公林林林公公公公林林公林公公林公公公公公公林公公公公公公公園林公公公公公公公公公公公公公公公公公公園林公公公公公公公公公公公公公公公公林公公公公公公公公林公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公園

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）寿命公園（桜）

虎尾桜虎尾桜虎尾桜

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）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）
金山インダストリー
パーク（桜）

勝盛公園（桜）勝盛公園（桜）勝盛公園（桜） 旌忠公園（桜）旌忠公園（桜）旌忠公園（桜）

成道寺公園（桜）成道寺公園（桜）成道寺公園（桜）

鳥羽公園（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）やすらぎの森湯の浦公園（桜）

稲築公園（桜）稲築公園（桜）稲築公園（桜）

味見峠桜公園味見峠桜公園味見峠桜公園

八又の山桜八又の山桜八又の山桜浦松桜浦松桜浦松桜

八浦松桜（桜）又の山桜（桜）八浦松桜（桜）又の山桜（桜）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）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）赤村役場周辺（桜）

添田公園（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）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）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守静坊の枝垂れ桜

畑貯水池（桜）畑貯水池（桜）畑貯水池（桜）

垣生公園（桜）垣生公園（桜）垣生公園（桜）

八八八八八八八八八木八八八八八八八八八八八八八八八八木

大大大

宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝

３月３日（日）

第１２回小竹ふるさとマラソン　
小竹町

犬犬犬

岡岡岡岡岡岡岡

２月～３月
サケの放流会　流域各地

３月２４日（日）

春の自然観察会in鳥羽公園　飯塚市

菜の花で春を染めよう＆つくしご飯　直方市菜の花で春

林）林林林）林林）

３月２４日（日）

大きなキャンバスにチューリップを描こう　直方市大きなキャン

３月３日（日）

３月２４日（日）

環境保全セミナー・ワークショップ　飯塚市環境保全セ

水辺の施設

梅（2月）

菜の花（3~5月）

桜（3~4月）

多種

水辺のイベント

季節の花

遠賀川流域だより 2019.02－⑤



遠賀川流域だより 2019.02－⑥⑥

※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。２／１３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。

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

2
月

菜の花で春を染めよう＆つくしご飯
3⽉３⽇ (⽇ )

10：0０〜１3：0０
場所：直方市遠賀川水辺館　

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

菜 花 ご飯

第12回⼩⽵ふるさとマラソン
3⽉３⽇ (⽇ )
9：0０〜

場所：御徳大橋下

　　　サイクリングロード　

主催：小竹町教育委員会

　問：小竹町教育委員会

　０９４９６-２-０４５２

第1 ン

春の⾃然観察会 in ⿃⽻公園
3⽉ 24⽇ (⽇ )

10：0０〜１2：0０
場所：飯塚市鳥羽公園　

主催：筑豊地区地域環境協議会

　問：福岡県嘉穂・鞍手保健福

      祉環境事務所　地域環境課

　０９４８-２１-４９７５

春
環境保全セミナー・ワークショップ

3⽉ 24⽇ (⽇ )
13：3０〜１6：4０

場所：飯塚市庄内生活体験学校　

主催：筑豊地区地域環境協議会

　問：福岡県嘉穂・鞍手保健福

      祉環境事務所　地域環境課

　０９４８-２１-４９７５

環境保 ップ

⼤きなキャンバスに
チューリップを描こう
3⽉ 24⽇ (⽇ )

1０：００〜１２：００

場所：直方市遠賀川水辺館　

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

3月



⑦⑦遠賀川流域だより 2019.02－

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

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。

マイ・タイムラインとは．．．

　台風の接近などによって川の水位が上昇するときに、自分自身がとる防災 行動を時

系列的に整理し、とりまとめる行動計画です。

　台風の接近などによって川の水位が上昇するときに、自分自身がとる防災 行動を時

系列的に整理し、とりまとめる行動計画です。

　台風の接近などによって川の水位が上昇するときに、自分自身がとる防災 行動を時

系列的に整理し、とりまとめる行動計画です。

パネルディスカッションでも取り上げられた、マイ・タイムラインについてご紹介します！パネルディスカッションでも取り上げられた、マイ・タイムラインについてご紹介します！

　○ 気候変動と洪水の怖さの正しい理解。

　○ 住民自らが行う防災・減災の大切さ。

　　　環境・防災教育の重要性。

　○ 防災マップ、マイ・タイムラインマイ・タイムラインの更なる取組推進。

　○ いのちを守る災害報道。
　　　住民に避難行動をとってもらえる伝え方・表現。

「頻発する豪雨災害への備え」「頻発する豪雨災害への備え」

☆パネルディスカッション☆

テーマ

◇コーディネーターとパネリストによって討論された内容◇コーディネーターとパネリストによって討論された内容◇コーディネーターとパネリストによって討論された内容

　１月２４日 ( 木 ) ユメニティのおがたにて「いのちを守るために、今できること」をテーマに、

近年全国各地で発生している豪雨災害の特徴や、遠賀川において平成３０年７月豪雨で観測史上最

高水位を観測したことなどを踏まえたシンポジウムを開催しました。パネルディスカッションでは、

「頻発する豪雨災害への備え」に向けて、住民自らが行う防災・減災の大切さやマイ・タイムライ

ン等の具体的な取り組み効果について、考えを深める場となりました。

　１月２４日 ( 木 ) ユメニティのおがたにて「いのちを守るために、今できること」をテーマに、

近年全国各地で発生している豪雨災害の特徴や、遠賀川において平成３０年７月豪雨で観測史上最

高水位を観測したことなどを踏まえたシンポジウムを開催しました。パネルディスカッションでは、

「頻発する豪雨災害への備え」に向けて、住民自らが行う防災・減災の大切さやマイ・タイムライ

ン等の具体的な取り組み効果について、考えを深める場となりました。

　１月２４日 ( 木 ) ユメニティのおがたにて「いのちを守るために、今できること」をテーマに、

近年全国各地で発生している豪雨災害の特徴や、遠賀川において平成３０年７月豪雨で観測史上最

高水位を観測したことなどを踏まえたシンポジウムを開催しました。パネルディスカッションでは、

「頻発する豪雨災害への備え」に向けて、住民自らが行う防災・減災の大切さやマイ・タイムライ

ン等の具体的な取り組み効果について、考えを深める場となりました。

『平成３０年度九州防災・減災シンポジウムin遠賀川』を開催しました『平成３０年度九州防災・減災シンポジウムin遠賀川』を開催しましたを開催しましたを開催しましたを開催しました

参加者約７００名！遠賀川河川事務所からのお知らせ
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