
記者発表資料 平成２４年７月２０日

高瀬渓谷フェスティバル２０１２開催！高瀬渓谷フェスティバル２０１２開催！

大町ダムでは「森と湖に親しむ旬間」の一環として、ダム湖や森林の持つ自然の魅力

とその役割への理解を深め、心身をリフレッシュしてもらうために、「高瀬渓谷フェス

ティバル２０１２」を下記のとおり開催いたします。

イベント内容は、丸太切り体験・木工品作り、スタンプラリー、龍神湖巡視体験、ダ

ム内部見学、砂防事業パネル展示、サンドアート作り・石器（ペンダント）作り、親子

テンカラ釣り体験、ダムカレーコーナーと盛りだくさんです。

記

○日時：平成２４年７月２９日（日）９：００～１５：００

※小雨決行の予定ですが、雨天の場合は中止とします。

○場所：大町ダム

○主催：「森と湖に親しむ旬間」実行委員会

（大町ダム管理所、中信森林管理署、国営アルプスあづみの公園、大町建設事務所、

大町市、大町商工会議所、大町市観光協会、大町警察署、北安中部漁業協同組合、昭

和電工㈱大町事業所、(社)北陸建設弘済会長野支所）

○共催：すいりゅう・いきいきネットワーク、松本砂防事務所

○協力：NPOぐるったネットワーク大町

【問い合わせ】
国土交通省 北陸地方整備局

大町ダム管理所 TEL:0261-22-4511

管理所長 野原永吉



森と湖に親しむ旬間
OMACHI DAM

森と湖に親しむ森と湖に親しむ旬間旬間
OMACHI DAMOMACHI DAM

※イベントによっては、人数制限があり、ご希望のイベントに参加が
できない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

※イベントによっては、人数制限があり、ご希望のイベントに参加が
できない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

・龍神湖巡視体験 （無料）

龍神湖を船で廻り、
ダム湖の巡視体験！

９:３０ → １２:００
１２:５０ → １４:４５

先着順、２５分おきスタート
１回あたり２５分かかります

・龍神湖巡視体験 （無料）

龍神湖を船で廻り、
ダム湖の巡視体験！

９:３０ → １２:００
１２:５０ → １４:４５

先着順、２５分おきスタート
１回あたり２５分かかります

＊３歳以上でライフジャケットが
着られる方が乗船できます

＊３歳以上でライフジャケットが
着られる方が乗船できます

各イベント参加自由各イベント参加自由

先着順 20分おきスタート
1回あたり30分かかります

先着順 20分おきスタート
1回あたり30分かかります

・親子テンカラ釣り体験（有料）

伝統の毛バリ釣りを
体験しよう！（※）

１０:００ → １１:３０
１３:００ → １４:３０
（北安曇野渓流会）

（北安中部漁業協同組合）

・親子テンカラ釣り体験（有料）

伝統の毛バリ釣りを
体験しよう！（※）

１０:００ → １１:３０
１３:００ → １４:３０
（北安曇野渓流会）

（北安中部漁業協同組合）

●主 催 ／ 森と湖に親しむ旬間実行委員会

大町ダム管理所 中信森林管理署 大町建設事務所 大町市 大町商工会議所 大町市観光協会 大町警察署
北安中部漁業協同組合 昭和電工㈱大町事業所 (社)北陸建設弘済会長野支所 国営アルプスあづみの公園

●共 催 ／ すいりゅういきいきネットワーク 松本砂防事務所
●協 力 ／ ＮＰＯぐるったネットワーク大町

●主 催 ／ 森と湖に親しむ旬間実行委員会

大町ダム管理所 中信森林管理署 大町建設事務所 大町市 大町商工会議所 大町市観光協会 大町警察署
北安中部漁業協同組合 昭和電工㈱大町事業所 (社)北陸建設弘済会長野支所 国営アルプスあづみの公園

●共 催 ／ すいりゅういきいきネットワーク 松本砂防事務所
●協 力 ／ ＮＰＯぐるったネットワーク大町

※※親子テンカラ釣り体験について親子テンカラ釣り体験について
午前・午後ともに親子午前・午後ともに親子1010組限定（組限定（¥¥1,000/1,000/組）組）

事前申込が必要です。事前申込が必要です。
申込・問合せ先：ＮＰＯ申込・問合せ先：ＮＰＯぐるったぐるったネットワーク大町ネットワーク大町
（（TELTEL:0261:0261--8585--05560556））

・砂防事業パネル展示 （無料）

地域の砂防事業を
紹介します！

９:００ → １５:００
（松本砂防事務所）

・砂防事業パネル展示 （無料）

地域の砂防事業を
紹介します！

９:００ → １５:００
（松本砂防事務所）

・サンドアート作り （無料）

・石器(ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ)作り （無料）

間伐材と清流乳川の砂を
利用したクラフト体験！

９:００ → １５:００
（国営アルプスあづみの公園）

・サンドアート作り （無料）

・石器(ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ)作り （無料）

間伐材と清流乳川の砂を
利用したクラフト体験！

９:００ → １５:００
（国営アルプスあづみの公園）

・ダムカレーコーナー（有料）

大町名物「ダムカレー」が
大町ダムに登場！

お昼ご飯は、「ダムカレー」を食べよう！
（数に限りがありますので、売り切れの場合はご了承下さい）

・ダムカレーコーナー（有料）

大町名物「ダムカレー」が
大町ダムに登場！

お昼ご飯は、「ダムカレー」を食べよう！
（数に限りがありますので、売り切れの場合はご了承下さい）

・ダム内部見学 （無料）

迷路のようなダムの中を
みてみよう！

９:３０ → １２:００
１３:００ → １５：００

・ダム内部見学 （無料）

迷路のようなダムの中を
みてみよう！

９:３０ → １２:００
１３:００ → １５：００

・スタンプラリー （無料）

ダムの周りを散策しながら
スタンプを集めよう！

９:００ → １５:００

・スタンプラリー （無料）

ダムの周りを散策しながら
スタンプを集めよう！

９:００ → １５:００

いただきま～す！

・丸太切り体験 （無料）

・木工品作り （無料）

山にある木の実など

使って木工品を作ろう！

９:００ → １５:００
（中信森林管理署）

・丸太切り体験 （無料）

・木工品作り （無料）

山にある木の実など

使って木工品を作ろう！

９:００ → １５:００
（中信森林管理署）

木工品作り木工品作り

丸太切りにチャレンジ！丸太切りにチャレンジ！ フラワーポットがもらえるよ(^^)/フラワーポットがもらえるよ(^^)/



至 葛温泉

上部公園

会場

船発着場

通行止

◎総合案内所
龍神湖巡視体験受付(整理券配布)

ダム内部見学受付(整理券配布)

スタンプラリー受付

◎イベントブース
●丸太切り体験.木工品作り
●サンドアート作り.石器づくり
●砂防事業パネル展示

◎お食事ブース
●ダムカレー（有料）

◎総合案内所
龍神湖巡視体験受付(整理券配布)

ダム内部見学受付(整理券配布)

スタンプラリー受付

◎イベントブース
●丸太切り体験.木工品作り
●サンドアート作り.石器づくり
●砂防事業パネル展示

◎お食事ブース
●ダムカレー（有料）

第1駐車場

身障者駐車場

展望公園

下部公園

大町ダム
管理所

・日時：７月２９日（日）９：００～１２：００ ・会場：わっぱらんど 小雨決行・日時：７月２９日（日）９：００～１２：００ ・会場：わっぱらんど 小雨決行

ぐるったネットワーク
とタイアップ！

ぐるったぐるったネットワークネットワーク
とタイアップ！とタイアップ！

(扇沢駅）

お問い合わせ先

□高瀬渓谷フェスティバル ２０１２
国土交通省北陸地方整備局 大町ダム管理所
〒398-0001 長野県大町市平字ﾅﾛｦ大ｸﾎﾞ2112-71 TEL0261-22-4511 FAX0261-22-451２

□わっぱらんど夏祭り２０１２
ＮＰＯぐるったネットワーク大町内 わっぱらんどの会 TEL0261-85-0556 FAX0261-85-0557

お問い合わせ先

□高瀬渓谷フェスティバル ２０１２
国土交通省北陸地方整備局 大町ダム管理所
〒398-0001 長野県大町市平字ﾅﾛｦ大ｸﾎﾞ2112-71 TEL0261-22-4511 FAX0261-22-451２

□わっぱらんど夏祭り２０１２
ＮＰＯぐるったネットワーク大町内 わっぱらんどの会 TEL0261-85-0556 FAX0261-85-0557

○魚つかみ取り （500円 子供のみ 10:00～）
○流しそうめん （300円 11:00～）
○自然観察会 （100円 随時）
○ロケットコンロ作成のワークショップ

（1,000円 随時 要事前申込み
by北アルプスバイオマスを考える会）

○森のブランコ設営＆一本ぞりと瓜かんじきの展示
（無料 随時 by大北林業研究グループ）

○魚つかみ取り （500円 子供のみ 10:00～）
○流しそうめん （300円 11:00～）
○自然観察会 （100円 随時）
○ロケットコンロ作成のワークショップ

（1,000円 随時 要事前申込み
by北アルプスバイオマスを考える会）

○森のブランコ設営＆一本ぞりと瓜かんじきの展示
（無料 随時 by大北林業研究グループ）

第2駐車場

会場案内図会場案内図

大町ダム

高瀬渓谷フェスティバル2012

お待ちしています！

アクセス：信濃大町駅よりタクシーで<約20分>アクセス：信濃大町駅よりタクシーで<約20分>

●駐車場について●
一般車用の第１、２、３駐車場と、大町ダム
管理所構内に身障者用駐車場があります。
当日は誘導員の指示に従って下さい。

同時開催！同時開催！

大町ダム龍神湖大町ダム龍神湖

わっぱらんどわっぱらんど

●龍神湖巡視体験
・総合案内所にて、事前の受付が
必要になります
・会場から船発着場まで、歩いて
15分程度かかりますので、ご注意

ください

●龍神湖巡視体験
・総合案内所にて、事前の受付が
必要になります
・会場から船発着場まで、歩いて
15分程度かかりますので、ご注意

ください

●親子テンカラ釣り体験
（¥1,000/組）

※体験には事前申込が必要です
※体験する方はこちらの駐車場
をご利用頂けます。

●親子テンカラ釣り体験
（¥1,000/組）

※体験には事前申込が必要です
※体験する方はこちらの駐車場
をご利用頂けます。


