
 

 

 

 

 

令和４年１０月２０日 
大分河川国道事務所 

大 分 市 

 

大分川でアウトドア体験イベントを開催！ 

～『大分川がモット近くなる日』～ 

 

 

「大分川下流域かわまちづくり」の取り組みの一環として、社会実験を 
実施します。 

アウトドアを体験できる様々なイベントメニューを準備しています。 
この機会に、大分川をモット近くで感じてみよう！ 

 

 １．日時：令和４年１１月１３日（日） １０時００分～１５時００分 

          ※オートキャンプは、 ９時００分～１６時００分 

 

 ２．場所：宗麟大橋付近の河川敷（雨天時中止） 
 

  ３．内容：オートキャンプ、防災キャンプ教室、キャンプ体験教室、 

自転車試乗会、スケートボード体験、ウォーターチューブ体験、

マルシェ など 

 

 ４．主催：大分川下流域かわまちづくり推進部会 

 

当日の取材を希望される方は、午前中にお願いします。 

 

 
【問い合わせ先】 

国土交通省 九州地方整備局 大分河川国道事務所 
調査第一課長   高瀬 智 （たかせ あきら）     

            電話 097-546-1474 
大分市 土木建築部 
       河川・みなと振興課 三重野（みえの）・小野（おの） 

        電話 097-537-5632 
大分市 都市計画部 
       まちなみ企画課   安東（あんどう）・梶原（かじわら） 

             電話 097-574-6628 

 

国土交通省 大分河川国道事務所 大分市 
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・防災キャンプ教室
・オートキャンプ

・マルシェ

・スケートボード体験

イベント詳細は裏面へ

・キャンプ体験教室

・ウォーターチューブ体験

etc...

イラスト：瀧上翔子

∼Event Menu∼

大分川が
モット近くなる日

【主催】大分川下流域かわまちづくり推進部会
【お問い合わせ】

国土交通省大分河川国道事務所調査第一課 097-546-1474

大分市まちなみ企画課 097-585-6004
大分市河川・みなと振興課 097-537-5632

オートキャンプと
スケートボード体験の
申し込み予約はこちら→
（受付〆切 11/6）

大分川でアウトドア体験！

11.13 SUN
10:00～15:00

大分市元町宗麟大橋付近

＊オートキャンプの利用時間は9:00～16:00

URL :  https://select-type.com/s/?s=LGziHw3By-Q

・自転車試乗会



①フォルクスワーゲン大分中
央とほねつぎ介護デイサービ
スの間の道を進んでください。

駐⾞場までのアクセス

②坂道を下ると駐⾞場があり
ます。

③現地の誘導スタッフの案内
に従い、所定の範囲に駐⾞し
て下さい。

P

P

⼤友⽒遺跡
多目的広場

滝尾橋宗麟⼤橋

⼤分川

⼤分県⽴
芸術⽂化短期⼤学

国道 10 号ほねつぎ介護
デイサービス

⾄ ⼤分駅

⼤友⽒館跡庭園

南蛮 BVNGO 交流館
JR 久⼤本線

P

鉄道橋

本 部

ＨＩヒロセ元町店
帆秋病院

フォルクスワーゲン
⼤分中央

( ⾃動⾞販売店）

MAP

※検温時に発熱等の症状がある方は、ご参加頂けません。
※取得した個⼈情報は感染症経路の追跡、当⽇イベントの傷害保険適用に係わる事項として使用いたします。

道具や⾷材を持参して、
料理やBBQを楽しもう!
テントやタープもOK!
※右の注意事項をご確認の上、
お申し込みください。

キャンプの基本を学びながら
防災スキルを⾝につけよう！

テントを⽴てて、焚⽕をしよう！
マシュマロ焼きもあるよ♪

川の上を歩いてみよう!
話題のアトラクションに
みんなで挑戦！！

・キャンプ用具のレンタルは⾏っておりません。
・抽選結果は後⽇メールにてお知らせします。 ・⽕を使う場合はたき⽕台等をご使用ください。
・1 区画の目安は 10m＊10ｍです。

防災キャンプ教室

キャンプ体験教室

無料

※体験会：定員各 15名（計 60名）※年齢制限なし

スケートボード体験無料

無料

マルシェ

ウォーターチューブ体験

来場される方へご協⼒のお願い

飲⾷中以外は
マスク着⽤

各ブースの受付にて来場者
の検温、記名（⽒名・住所）、
消毒の実施

会場内ではなるべく密に
ならないように⼼がけて
ください。

会場内での飲⾷は⾃由ですが、
アルコールは禁⽌

利 ⽤ 中 の 直 ⽕ や
⼤声は禁⽌

＊⽕を扱う際は焚き⽕台等を使⽤してください

ゴミは各⾃で
持ち帰り

新型コロナウイルス
の感染拡⼤状況お
よび⾬による河

イ ベ ン ト
延期・中⽌の
場合のお知らせ 川 敷 の 状 況 に

よって、延期・中⽌
する場合があります。

詳細は、国⼟交通省⼤分河川国道事
務所のTwitter (@ml i t_o i ta )およ
びホームページ内「⼤分かわまち」
のページをご確認ください！

オートキャンプ 抽選
50組

オートキャンプ参加の⽅へ

※写真はイメージです。

会場情報

流⽊を無料配布します！

⼤分川に流れ込んできた流⽊の
無料配布を⾏います。
ご希望の⽅は下記の注意事項を
ご覧の上、お越しください。

•駐⾞場台数：約100台
•駐 ⾞ 料 ⾦ ：￥300/１台
•仮設トイレあり
•各ブース受付にて料⾦のお⽀払
いをお願いいたします。

・配布は、個⼈利⽤に限ります。
・切断,積込み,運搬は各⾃でお願いします。
・詳細は⼤分河川国道事務所HPまで

10:00-11:00 体験会 午前①
11:00-12:00 体験会 午前②
12:00-13:00 フリースケート

（どなたでも参加OK！）
13:00-14:00 体験会 午後①
14:00-15:00 体験会午後②

・料⾦は駐⾞場代を含みます。 ・紛失、盗難、破損、お客様同⼠のトラブルに
ついて、主催者側では⼀切責任を負いません
ので予めご了承ください。

・無くなり次第終了となります。

有料

有料

ホーム 川の情報 ⼤分かわまち

・予約数が多い場合は、抽選となります。 ・直⽕でのたき⽕は禁⽌です。
¥1,000

/ 区画

有料
¥200

/ 人

注意事項

★プロ・アマの
デモンストレーション
も同時開催！

開催時間 9:00〜16:00

✓ボード・プロテクター
の貸出あります

注意事項

※店舗情報は特設サイト（表⾯のQRコード）をご覧ください。コーヒー、ジュース、焼き菓⼦ etc…
自転車試乗会 無料

⼦ども〜⼤⼈⽤まで各サイズの⾃転車
をご⽤意！
⼤分川を気持ちよくサイクリングしよう！ ※写真はイメージです。

↓ホームページからは以下の⼿順でご覧いただけます

モルック体験

• ロープワーク体験
• 地震体験（ブロック塀の積
み上げゲーム）
• 非常用持ち出しグッズ選び

• テント設営体験
• 火おこし体験
• モルック体験

臨時ポートを設置しますので、おおいたサイクルシェアでも来場可能です。

シェアサイクルポート

・１区画の⾞両乗⼊台数は１台に限ります。
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