記者発表資料
令和４年８月３日

国土交通省
信濃川河川事務所

本資料の発表をもって解禁

大河津分水イベント情報！
２０２２年夏号について
通水１００周年を迎える大河津分水の8月25日当日の記念イ
ベントや現在開催中の６館リレー展、その他、多彩な催しが開
催されます。
■８月に開催される主な行事
○８月２５日（木） 大河津分水の日 ～ＯＨＫＯＵＺＵ ｄａｙ～
・通水１００年を記念し、ショベルカーで描いた文字のお披露
目や燕市の中学生による演奏会、小学生による堰ライトア
ップ点灯式等を開催します。
○８月２７日（土） 大河津分水サンクスフェスタ！
・ステージショーやマルシェ、体験ブース等が並びます。夜
は花火の打ち上げもあります！
その他、信濃川大河津資料館では１００年前の大河津分水工事に関
する展示（７月２６日（火）～９月２５日（日））や、堰のライトアップ（８月２０
日（土）～８月２８日（日））、田んぼアート等、多彩な催しが開催されます
ので、この機会に是非、お越しください。

詳細は「大河津分水イベント情報（２０２２年夏号）」をご覧ください
通水１００周年ホームページもご覧ください→
同時発表記者クラブ
新潟県政記者クラブ、新県政記者クラブ、長岡市記者会、
長岡地域記者会、三条市記者室、十日町記者クラブ、小
出郷新聞、小千谷新聞、越南タイムス、ＦＭゆきぐに、 エ
フエム魚沼、建設業界向け専門紙

問い合わせ先
国土交通省 北陸地方整備局 信濃川河川事務所
広報担当 専門官 大平 龍一
電話 ： 0258-32-3243（内線354）
FAX ： 0258-34-9044

イベントカレンダー 8月・9月
日

時 等

7/12(火)～8/28(日)
7/12(火)～8/28(日)
7/17(日)～8/28(日)
7/26(火)～9/25(日)

※悪天候や新型コロナウイルス感染症拡大
防止等に伴い、予告なくイベントを中止させ
ていただく場合があります。

イ ベ ン ト 内 容
①6館リレー展 良寛の生きた時代と大河津分水へつなぐ良寛のこころ
良寛さんを通じて水害に苦しんだ時代と大河津分水への歩みを紹介。

②6館リレー展 大河津分水建設に情熱を注いだ門下生と長善館の教え
大河津分水建設に奔走した長善館門下生の功績や長善館の教えを紹介。

③6館リレー展 大河津分水・関屋分水と新潟市

新潟市域の治水をめぐる歴史、その発展と両分水が果たした役割を紹介。

④6館リレー展 100年前の大河津分水工事

大河津分水の計画や働いた人々の愛用品などを紹介。

会

場

燕市分水良寛史料館
燕市長善館史料館
新潟市歴史博物館
みなとぴあ
信濃川大河津資料館

8/6(土)
9:30～11:30

⑤大河津分水生き物観察会

信濃川大河津資料館
に集合

8/20(土)～8/28(日)
18:00～21:00

⑥堰のライトアップ

洗堰・可動堰
旧可動堰

大河津分水で魚や水辺の生き物を捕まえて観察します。
洗堰と可動堰、旧可動堰を特別にライトアップします。

⑦信濃川大河津資料館 特別開館日

8/22(月)

⑧信濃川大河津資料館 夜間開放日

信濃川大河津資料館

特別に4階展望室を20時まで開放します。

記念の日 ⑨OHKOUZUday～大河津分水の日～

8/25(木)
15:00～18:30頃

可動堰ゲートオープンセレモニーや中学生の演奏などが行われます。
詳しくは中面をご覧ください。

8/27(土) 感謝の日
10:00～21:00頃

⑩大河津分水サンクスフェスタ 百寿おたんじょう会

8/27(土)
13:30～15:00

⑪成人講座 燕大学

ステージイベントやツバメルシェ、Eボート乗船体験、プレミアムキッチンな
どに加え夜には花火が打ちあがります。
演題「長善館の門下生たちは大河津分水にいかに携わったのか」

9/6(火)～10/30(日)

⑫6館リレー展 大河津分水が創り出した自然

寺泊沿岸地域の変化を中心に砂浜に棲む生物達を紹介。

9/17(土)
9:30～11:30

⑬大河津分水生き物観察会

9/23(金/祝)
10時～12時

⑭浜辺の生き物探索会

大河津分水で魚や水辺の生き物を捕まえて観察します。
チドリや貝など、浜辺で生きものを探してみよう。

⑮田んぼアート

8月上旬頃

見ごろは8月上旬頃までです。田んぼに描かれた大河津分水をご覧ください。

団体名

お申込み
お問合せ
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。詳細は
各団体等にお申込
み、お問合せくだ
さい。

①②⑩⑪⑮
燕市役所

8月25日(木)
記念の日

8月27日(土)
感謝の日

記念イベント開催！
→中面をご覧ください！

大河津分水サンクスフェスタ！
詳しくは大河津分水通水100周年
特設ＨＰをご覧ください！

6館リレー展開催中！

信濃川大河津資料館

通常は休館日ですが特別に開館します。

8/25(木)～8/26(金)

イベント情報

大河津分水

2022年
夏号

可動堰右岸側
大河津出張所
大河津出張所、信濃川
大河津資料館ほか
燕市中央公民館

長善館の門下生と大河津分水
の関わりについて講演会が開
催されます！

寺泊中央海水浴場
大河津分水さくら公園
吉田ふれあい広場

⑤⑬
NPO法人
信濃川大河津資料館友の会

〒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://ohkouzu-tomo.org/

⑫⑭
長岡市立科学博物館

〒940-0084 長岡市幸町2-1-1 TEL:0258-32-0546 FAX:0258-36-7691
HP:https://www.museum.city.nagaoka.niigata.jp/

成人講座

信濃川大河津資料館

特別
開館日

特別開館！

8月22日(月)

通常は休館日ですが臨時開館します！

夜間 8月25日(木）26日(金）
開放日 4F展望室から堰のライトアップをぜひご覧
ください！

期間：7/26(火)～9/25(日)
会場：信濃川大河津資料館
料金：無料

信濃川大河津資料館
に集合

③
〒951-8013 新潟市中央区柳島町2-10 TEL:025-225-6111 FAX:025-225-6130
新潟市歴史博物館みなとぴあ E-mail:museum@nchm.jp HP:https://www.nchm.jp/
TEL:0258-32-3243 FAX:0258-34-9044
HP:https://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/

大河津分水は今の姿にならな
かったかも？！大河津分水計
画の変遷や工事で働いた人々
の愛用品などを特別に展示し
ます！

学び

連絡先

〒940-0098 長岡市信濃1-5-30
E-mail:shinano@hrr.mlit.go.jp

100年前の大河津分水工事

長岡市立科学博物館

〒959-0295 新燕市吉田西太田1934 TEL:0256-92-1111 FAX:0256-92-2112
https://www.city.tsubame.niigata.jp/index.html

④⑥⑦⑧⑨
信濃川河川事務所

展示

燕大学

見学

堰のライトアップ

洗堰、可動堰、旧可動堰の３
つの堰をライトアップ！中で
も旧可動堰は１００周年に合
わせて実施する貴重なライト
アップです。

日時：8/27(土)13:30～
会場：燕市中央公民館
※事前申込が必要です。

期間：8/20(土)～8/28(日)
時間：18:00～21:00
※8/27(土)は20:00まで

写真は旧可動堰です。

信濃川大河津資料館
開館時間 9:00～16:00
休館日 毎週月曜日
入館料 無料
TEL：0256-97-2195
最新のイベント情報や内容等
の詳細は「大河津分水通水
100周年ホームページ」でご
確認ください。

体験

生き物観察会

大河津分水で魚や水辺の生き
物を捕まえて観察してみよ
う！専門家が魚の捕まえ方も
教えてくれます。
期日：8/6(土)・9/17(土)
時間：9:30～11:30
集合：信濃川大河津資料館
料金：無料

見学

田んぼアート

田んぼに浮かび上がる大河津
分水！見学テラスも設置され
ています。

※事前申込が必要です。

テラス設置期間
・大河津分水さくら公園
～9/25(日)
・吉田ふれあい広場西側
～8/ 8(月)

見ごろは8月上旬頃まで

祝

大河津分水通水100周年記念企画

大河津分水ありがとう！

記念
の日

今年8月25日で100歳を迎える大河津分水に感謝のメッセージをお寄せください！

8月25日(木)

15:00～18:30

＠ 信濃川大河津資料館周辺

大河津分水は100年前の1922年8月25日に通水しました。
８月２５日（木）に大河津分水の通水100周年を記念し、燕市の中学校
生徒による演奏会や、小学校児童による点灯式等を開催します。
一緒に100歳の誕生日をお祝いしましょう。
15:00～

参加方法は2つ！

1

SNSで
発信

Twitter、Instagram、YouTubeのご自身のアカウントで
「＃大河津分水ありがとう」とつけて投稿！

ゲートオープンセレモニー

可動堰右岸高水敷

参加者の皆さんでカウントダウンし、可動堰のゲートを
開けて通水します！100周年記念撮影を行います。
◆
◇ 可動堰ゲートオープン
◆
◇ ショベルカーで描いた文字のお披露目

SNSで発信の方には抽選で
プレゼントを差し上げます！

16:30～

学習発表会＆演奏会

期間：8月1日（月）～9月30日（金）

大河津出張所構内ステージ

方法：①募集要項に記載されたアカウント
をフォロー！
②「＃大河津分水ありがとう」
とハッシュタグをつけて投稿！

分水中学校の生徒さんによる学習発表会と、吹奏楽部の
演奏会が行われます。
◆
◇
・分水中学校学習発表会
◆
◇
・分水中学校吹奏楽部演奏

募集要項は通水100周年ＨＰをご確認ください→

18:00～

ライトアップ＆メッセージ記入

※募集要項に基づき投稿された写真等はHPをはじめとする、広報
活動に広く利用させていただきますことをご了承ください。
※他、注意事項等の詳細は募集要項をご覧ください。

大河津出張所構内ステージ

分水小学校の児童による堰のライトアップ点灯式や灯篭
の紹介などを行います。

8月27日(土)

10:00～21:00

大河津分水見学やスタッフが訪ねて撮影をお願いさせていただくこと
があります。ぜひご協力ください！

貴重な瞬間を
みんなでお祝いしよう！

詳細は後日、大河津分水通水100周年ホームページにて発表予定です。
今後、内容が変更される可能性もありますが、ご了承ください。

感謝
の日

2

撮影に
協力

・堰等の点灯式
◆
◇
◆
◇
・現在建設中の第二床固の部品に
未来へ向けたメッセージを記入

イベントや活動での集合写真も大歓迎！
信濃川大河津資料館特別ブースで
ぜひ撮影・投稿ください！

大河津分水通水100周年

プロのカメラマンが撮影さ
せていただく場面もあるか
もしれません！大人数での
記念撮影される方はご相談
ください！

ホームページはこちら

＠ 信濃川大河津資料館周辺

8月27日(土)は大河津分水の通水に「感謝する1日」！大河津分水をフィー
ルドにステージショーやマルシェ・体験ブースなどが並びます！夜は花火
の打ち上げも。こちらもぜひご来場ください！

■メッセージに関するお問合せ

メール：okz100mg@gmail.com

