
参加型・フェス 

大河津分水イベントカレンダー2017 

講演会・見学会 

実物資料の解説＆見学会 河川文化講演会 
大河津分水工事で使用した道具についての講演
会。貴重な資料の紹介も。 
 日時：12/16（土）15:00～17:00 
 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 

特別展 

体験 

夏の特別展 
～大河津分水の生き物たち～ 

水辺の生き物観察会 

大人のための生き物観察会 

体験水路で魚や水辺の生き物をつかまえて観察し
てみよう！ 
 日時：①7/23（日）②8/5（土） ③8/26（土） 
     ①②10:00～12:00 ③9：00～12：00 
 集合：信濃川大河津資料館 
 料金：無料 
 申込：①②LoveRiverNet 
            ③ NPO法人信濃川大河津資料館友の会 

生き物の捕まえ方、見分け方をお教えします。 
 日時：①7/30（日）14:00～16:00 魚編 
     ②9/2（土）14:00～16:00 草花・野鳥編 
 集合：信濃川大河津資料館 
 料金：無料 
 申込：信濃川河川事務所 

親子で堰の見学会 
堰の操作室など普段は入れない所も案内します！ 
 日時：7/29（土）①9:00～12:00、②13:30～16:30 
 集合：信濃川大河津資料館 
 料金：200円 
 問合：燕三条プライドプロジェクト 
     ツーリズムグループ 

ペットボトルロケットや水鉄砲づくり！ミズベのアウ
トドアクッキングと星空観察会も開催！ 
 日時：8/5（土） 14:00～20:00 
 集合：信濃川大河津資料館 
 料金：1000円/人 
 申込：つばめ若者会議＆LoveRiverNet 

大河津分水サンクスフェスタ 
今年で3年目！人気パーソナリティのトークショー
や、様々な水あそび！川あそび！ 
 日時：10/1（日）10:00～18:00 
 会場：信濃川大河津資料館ほか 
 料金：ものづくりは実費（300円程度） 
 問合：つばめ若者会議＆LoveRiverNet 

サケまつり 
信濃川をのぼる鮭を鮭汁にして無料で提供！
毎年人気のイベントです！ 
 日時：10/14（土） 11:30～13:00 
 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 

夜の大河津分水見学 

ミズベ遊び＆ミズベBBQ 読み聞かせ＆紙芝居 
親子で楽しい時間を過ごしませんか？小さなお子さ
ん向けの紙芝居と絵本の読み聞かせを行います。 
 日時：8/26（土）10:00～11:00 
 会場：信濃川大河津資料館 
 料金：無料  
 申込：NPO法人信濃川大河津資料館友の会 

友の会会員作品展 

友の会会員による作品展。 
 期間：2月～3月 
 料金：無料 
 問合：NPO法人信濃川大河津資料館 
      友の会 

ラブリバＷＥＥＫ 大河津分水ウォーキングデー 
川グッズの紹介やくつろぎの展望スペースを設
置！みんなが「楽しめる」限定ＷＥＥＫ！ 
 日時：11/3（金）～11/12（日） 
 会場：信濃川大河津資料館 
 料金：無料 
 問合：つばめ若者会議＆LoveRiverNet 

新潟県指定のウォーキングロードをご存知です
か？ヤサシイ解説付きで秋を歩きます。 
 日時：11/11（土） 
 集合：信濃川大河津資料館 
 料金：無料 
 問合：つばめ若者会議＆LoveRiverNet 

日時限定の特別な夜の堰の姿をご案内します！ 
 日時：①10月②11月 
 集合：信濃川大河津資料館 
 料金：500円 
 問合：燕三条プライドプロジェクト 
     ツーリズムグループ 

大河津分水の生き物たち、特に魚について水
槽やパネル等で紹介します。 
 期間：7/4（火）～9/24（日） 
 料金：無料 
 問合：信濃川河川事務所 

大正時代の大河津分水工事の実物資料の解説と
現地見学会を開催します。 
 日時：①10月②11月 
 会場：信濃川大河津資料館ほか 
 料金：無料 
 問合：信濃川河川事務所 

秋の特別展 
～大河津分水の計画～ 

100年前の大河津分水の建設計画を初公開
の資料を交えて紹介します。 
 期間：10月～12月 
 料金：無料 
 問合：信濃川河川事務所 

川辺の音楽会 
友の会会員による楽器演奏、歌唱ありの川を眺め
ながらの音楽会。  
 日時：3/17（土） 
 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 

わくわくお天気・防災教室in燕 
天気の不思議を発見＆体験！自然災害に備えよう！
講師はＮＨＫ気象キャスターの菊池真以さん。 
 日時：8/2（水） 13：00～15:00 
 会場：信濃川大河津資料館 
 料金：無料 
 申込：わくわくお天気・防災教室実行委員会 

さくらの保全活動 
大河津分水路右岸桜並木の下枝処理など。毎年
たくさんの方々にご参加いただいています！ 
 日時：10月 
 会場：大河津分水 
 料金：無料 
 問合：NPO法人分水さくら守る会 



開催日 イベント 会場 
★：集合場所は信濃川大河津資料館 

お申込み・お問合せ 

7/4（火）～ 
9/24（日） 

夏の特別展 
～大河津分水の生き物たち～ 信濃川大河津資料館 信濃川河川事務所 

7/23（日） 水辺の生き物観察会① 体験水路（大河津分水公園内）★ LoveRiverNet 

7/29（土） 親子で堰の見学会 可動堰・洗堰・操作室ほか★ 燕三条プライドプロジェクトツーリズ
ムグループ 

7/30（日） 大人のための生き物観察会-魚編 信濃川大河津資料館ほか★ 信濃川河川事務所 

8/2（水） わくわくお天気・防災教室in燕 信濃川大河津資料館 わくわくお天気防災教室実行委員会 

8/5（土） 
水辺の生き物観察会② 体験水路（大河津分水公園内）★ LoveRiverNet 

ミズベ遊び＆ミズベBBQ 体験水路（大河津分水公園内）★ つばめ若者会議＆LoveRiverNet 

8/26（土） 
水辺の生き物観察会③ 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 

読み聞かせ＆紙芝居 信濃川大河津資料館★ NPO法人信濃川大河津資料館友の会 

9/2（土） 大人のための生き物観察会-草花・野鳥編 信濃川大河津資料館ほか★ 信濃川河川事務所 

10月～12月 秋の特別展 
～大河津分水の計画～ 信濃川大河津資料館 信濃川河川事務所 

10月 実物資料の解説＆見学会① 信濃川大河津資料館ほか★ 信濃川河川事務所 

10月 夜の大河津分水見学会① 可動堰・洗堰ほか★ 燕三条プライドプロジェクトツーリズ
ムグループ 

10月 さくら並木の保全活動 大河津分水 NPO法人分水さくらを守る会 

10/1（日） 大河津分水サンクスフェスタ 信濃川大河津資料館ほか★ つばめ若者会議＆LoveRiverNet 

10/14（土） サケまつり 信濃川大河津資料館 NPO法人信濃川大河津資料館友の会 

11月 実物資料の解説＆見学会② 信濃川大河津資料館ほか★ 信濃川河川事務所 

11月 夜の大河津分水見学会② 可動堰・洗堰ほか★ 燕三条プライドプロジェクトツーリズ
ムグループ 

11/3（金）～
11/12（日） ラブリバＷＥＥＫ 信濃川大河津資料館 つばめ若者会議＆LoveRiverNet 

11/11（土） 大河津分水ウォーキングデー 信濃川大河津資料館ほか★ つばめ若者会議＆LoveRiverNet 

12/16（土） 河川文化講演会 信濃川大河津資料館 NPO法人信濃川大河津資料館友の会 

2月～3月 会員作品展 信濃川大河津資料館 NPO法人信濃川大河津資料館友の会 

3/17（土） 川辺の音楽会 信濃川大河津資料館 NPO法人信濃川大河津資料館友の会 

大河津分水イベントスケジュール 2017 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   
 

 

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 

〒959-0123 燕市大川津1215-7 TEL：080-9876-3683 FAX：0256-97-3682  
E-mail：ohkouzu_tomonokai@yahoo.co.jp HP：https://www.facebook.com/ohkouzuTOMO/   

〒940-0098 長岡市信濃1-5-30 TEL：0258-32-3020 FAX：0258-33-8168  
E-mail：shinano@mlit.go.jp  HP：http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/ 

〒940-0085 長岡市草生津3-5-25 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！ 

わくわくお天気防災教室 
実行委員会    

〒955-0092 三条市須頃1-17 TEL：0256-36-4123  
HP：http://www.tsubasan-aruki.jp/ 

〒940-0098 長岡市信濃1-5-30 TEL： 0258-32-3243 FAX： 0258-34-9044   
E-mail：wakuwaku@swcdpo.jpa.org  HP：http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/ 

燕三条プライドプロジェクト
ツーリズムグループ 

団体名 連絡先 

〒959-0181 新潟県燕市上諏訪10番16号 燕市分水福祉会館 TEL・FAX：0256-97-2520  
HP：http://park22.wakwak.com/~bunsui/index.html 

NPO法人分水さくらを
守る会 

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。 

体験 

講演会・見学会 特別展 

参加型・フェス 
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