
  

特別展 

①ミッションウォーキング 
大河津分水周辺を歩きながら、クイズ
や謎解きに挑戦！ 
 日時：6/30（土）9:00～12:00 
 集合：信濃川大河津資料館 
 料金：100円（保険代） 
 問合：Love River Net 

②③大河津分水で生き物観察会 
体験水路で魚や水辺の生き物をつか
まえて観察しよう！ 
 日時：②7/  7（土） 10:00～12:00 
     ③7/28（土）10:00～12:00 
 集合：信濃川大河津資料館 
 料金：100円（保険代） 
 問合：Love River Net 

⑱夏の特別展～大河津分水の生き物たち～ 
大河津分水周辺に生息する生き物を実物とパネルで紹介。今年はどんな生き
物が見られるでしょう？ 
 期間：7/7（土）～9/24（月） 
 会場：信濃川大河津資料館/料金：無料/問合：信濃川河川事務所 

ご家族で堰を見学しませんか。堰の操
作室も特別に見学できます！ 
 日時：8/11（土）AMの部   9:00～12:00 
           PMの部13:30～16:30 
 集合：信濃川大河津資料館 
 料金：100円（保険代） 
 問合：信濃川河川事務所 

 

⑤親子堰の見学会 
専門家の皆さんと一緒に水辺の生き物
を観察しよう！ 
 日時：8/4（土）9:30～11:30 
 集合：信濃川大河津資料館 
 料金：無料 
 問合：NPO法人信濃川大河津資料館 
     友の会 

親子で楽しもう！ 

大人の生き物観察会～⑨魚編・⑩草花編～ 

④水辺の生き物観察会 

講演会・見学会 
⑪大河津分水と寺泊 

 日時：6/24（日）10:00～11:30 
 会場：寺泊文化センター/料金：無料 
 問合：長岡市寺泊支所地域振興課 

大人も楽しもう！ 

大河津分水周辺で見られる生き物を専
門家の解説付きで観察します。 
 日時：⑨7/21（土）14:00～16:00 
     ⑩9/ 1（土）14:00～16:00   
  集合：信濃川大河津資料館 
 料金：無料 
 問合：信濃川河川事務所 

⑦大河津分水サンクスフェスタ ⑥大河津分水の堰と水辺の探検 

⑫大河津分水ができるまで ⑬⑭      出前講座 

⑮「動く市政教室」 ⑯もうすぐ100歳！大河津分水 ⑰信濃川治水歴史巡り 
 日時：9/2（日）9:00～16:00 
 対象：新潟市民/料金：芸術祭観覧料 
 問合：水と土の芸術祭2018実行委員会事務局 

トークショーや様々な水辺遊びと体験
ができる日！ 
 日時：9/8（土）9:00～18:00 
 会場：大河津分水周辺 
 料金：100円～ 
 問合：Love River Net 

⑧押し花であんどんづくり 
押し花であんどんを作ります。初心者
でも簡単につくれますよ！ 
 日時：6/24（日）14:00～15:30 
  会場：信濃川大河津資料館 
 料金：無料 
 問合：NPO法人信濃川大河津資料館 
     友の会 

大河津分水にある2つの堰と水辺を探
検してみよう！ 
 日時：8/14（火）9:00～12:00 
 集合：信濃川大河津資料館 
 料金：100円（保険代） 
 問合：Love River Net 

 日時：7/8（日）13:00～13:30 
 料金：常設展観覧料（大人510円）が必要です 

 会場・問合：新潟県立歴史博物館 

 日時：9/29（土）13:30～17:00 
 集合：アオーレ長岡ほか/料金：500円 
 問合：まちなかキャンパス長岡 

 日時：9/30（日）8:00～17:00 
 問合：信濃川下流河川事務所 

見学バスツアー 講演・解説会 

親子で参加も可です。 

日時：⑬7/22㈰⑭8/26㈰ 13:00～17:00 
会場：砂丘館（新潟市中央区）/料金：無料 
問合：信濃川河川事務所 

大河津分水イベントカレンダー2018 

水と土の芸術祭 
   ×大河津資料館 

水と土との闘いが物語る 
信濃川治水の歴史を学ぶ 



開催日 イベント ｲﾍﾞﾝﾄ 
№ 

会場 
★：集合場所は信濃川大河津資料館 お申込み・お問合せ 

6/24（日） 押し花であんどんづくり ⑧ 信濃川大河津資料館 NPO法人信濃川大河津
資料館友の会 

6/24（日） 大河津分水と寺泊 ⑪ 寺泊文化センター 長岡市寺泊支所地域振
興課 

6/30（土） ミッションウォーキング ① 信濃川大河津資料館ほか★ Love River Net 

7/7（土） 大河津分水で生き物観察会① ② 体験水路（大河津分水公園内）★ Love River Net 

7/7（土）～ 
9/24（月） 大河津分水の生き物たち ⑱ 信濃川大河津資料館 信濃川河川事務所 

7/8（日） 大河津分水ができるまで ⑫ 新潟県立歴史博物館 常設展示室 新潟県立歴史博物館 

7/21（土） 大人の生き物観察会～魚編～ ⑨ 信濃川大河津資料館ほか★ 信濃川河川事務所 

7/22（日） 水と土の芸術祭×大河津資料館 
出前講座① ⑬ 砂丘館（新潟市中央区） 信濃川河川事務所 

7/28（土） 大河津分水で生き物観察会② ③ 体験水路（大河津分水公園内）★ Love River Net 

8/4（土） 水辺の生き物観察会 ④ 体験水路（大河津分水公園内）★ NPO法人信濃川大河津
資料館友の会 

8/11（土） 親子堰の見学会 ⑤ 信濃川大河津資料館ほか★ 信濃川河川事務所 

8/14（火） 大河津分水の堰と水辺の探検 ⑥ 信濃川大河津資料館ほか★ Love River Net 

8/26（日） 水と土の芸術祭×大河津資料館 
出前講座② ⑭ 砂丘館（新潟市中央区） 信濃川河川事務所 

9/1（土） 大人の生き物観察会～草花編～ ⑩ 信濃川大河津資料館ほか★ 信濃川河川事務所 

9/2（日） 「動く市政教室」 
水と土の闘いが物語る信濃川治水の歴史を学ぶ 

⑮ 新潟市内・大河津分水ほか 水と土の芸術祭2018
実行委員会事務局 

9/8（土） 大河津分水サンクスフェスタ ⑦ 信濃川大河津資料館ほか★ Love River Net 
つばめ若者会議 

9/29（土） もうすぐ100歳！大河津分水 ⑯ 大河津分水ほか まちなかキャンパス 
長岡 

9/30（日） 信濃川治水歴史巡り ⑰ 新潟市内・大河津分水ほか 信濃川下流河川事務所 

大河津分水イベントスケジュール 2018 大人向け 講演会 
見学会 

特別展 親子向け 

 
 

信濃川河川事務所 

NPO法人信濃川 
大河津資料館友の会     

つばめ若者会議＆ 
Love River Net 

イベントの
お申込み 
お問合せ TEL：080-9876-3683 FAX：0256-97-3682  

E-mail：ohkouzu_tomonokai@yahoo.co.jp HP：https://www.facebook.com/ohkouzuTOMO/   

TEL：0258-32-3020 FAX：0258-33-8168  
E-mail：shinano@mlit.go.jp  HP：http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/ 

TEL：0258-94-7321 FAX：0258-39-4006  
E-mail：loverivernet@gmail.com HP：http://loverivernet.konjiki.jp/  

大河津分水をフィールドとして
イベント等の開催をお考えの方
はぜひ情報をお寄せください。
一緒に大河津分水を盛り上げて
いきましょう！ 

④⑧ 

①②③ 
⑥⑦ 

（ｲﾍﾞﾝﾄ№⑰） 

ｲﾍﾞﾝﾄ№ 

⑤⑨⑩
⑬⑭⑱ 

団体名 連絡先 

イベント№を確認し、
各団体等にお申込み、
お問合せください。イ
ベントによっては参加
費用や持ち物が必要な
場合があります。 

2018 
大河津分水 

信濃川下流河川事務所 

TEL：025-266-7131  
FAX：025-266-7105  
E-mail：shinage@hrr.mlit.go.jp  
HP：http://www.hrr.mlit.go.jp/shinage 

（ｲﾍﾞﾝﾄ№⑪） 
長岡市寺泊支所地域振興課  

TEL：0258-75-3111  
FAX：0258-75-2238  
E-mail：tr-chiiki@city.nagaoka.lg.jp  
HP：http://www.city.nagaoka.niigata.jp 

（ｲﾍﾞﾝﾄ№⑫） 
新潟県立歴史博物館 

TEL:0258-47-6130 
FAX:0258-47-6136 
E-mail:office@nbz.or.jp 
HP：http://nbz.or.jp/ 

（ｲﾍﾞﾝﾄ№⑮） 
水と土の芸術祭2018実行委員会 
事務局 

TEL：025-226-2629 
FAX：025-226-0050 
E-mail：info@mizu-tsuchi.jp 
HP：http://2018.mizu-tsuchi.jp/ 

（ｲﾍﾞﾝﾄ№⑯） 
まちなかキャンパス長岡 

TEL.0258-39-3300 
FAX.0258-39-3301 
Email.machicam@city.nagaoka.lg.jp 
HP：http://www.machicam.jp/ 
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