3月から6月頃にかけて実施予定のイベント状況
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問い合わせ先

都道府県

見学ダム
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ＨＰアドレス

北海道

二風谷ダム

平成29年5月上旬

室蘭開発建設部 二風谷ダム管理所
ＴＥＬ：01457-2-4262

【にぶたに湖周辺自然観察会・春】

青森県

津軽ダム

平成29年4月29日
～30日

主催：西目屋村、（一財）ブナの里白神公
社、津軽ダム工事事務所
問い合わせ先：西目屋村産業課
TEL：０１７２-８５-２１１１

【「津軽ダムパーク」オープン＆「水陸両用バス」運航
記念イベント】
「津軽ダムパーク」オープンイベント、「水陸両用バ
西目屋村役場
ス」運航記念イベント、オープンカフェ、産直販売、ス https://www.nishimeya.jp/
テージイベント、ダムツアー、ダムライトアップ等を予
定

青森県

浅瀬石川ダム

平成28年4月
28日、29日
(予定)

主催：浅瀬石川ダム管理所
問合せ先：浅瀬石川ダム管理所
TEL：0172-５４－８７８２

【浅瀬石川ダムクレストゲート試験放流】
クレストゲートによる試験放流を実施。
浅瀬石川ダム管理所
各種試験を行う為、実施日程については、２日間の実施
http://www.thr.mlit.go.jp/aseishi/
を予定。
詳細については、管理所HP、ダム便覧等で公表予定。

青森県

浅瀬石川ダム

平成28年4月
２２日～5月７日
(予定)

主催：浅瀬石川ダム管理所
問合せ先：浅瀬石川ダム管理所
TEL：0172-５４－８７８２

【浅瀬石川ダムライトアップ】
地域イベントと連動した四季を通じたライトアップ。
浅瀬石川ダム管理所
春は、弘前,黒石さくら祭り開催期間中のダム堤体ライト
http://www.thr.mlit.go.jp/aseishi/
アップを実施。
ライトアップ時間：18時30分～21時００分
【虹の湖デュアスロンin黒石】
2017年で5回目となり、年々参加者が増加中。
浅瀬石川ダム及び周辺で競技が行われ、堤体天端や周辺
大会URL(黒森アドベンチャーフェスタ2017)
の道路を使用し、第1ラン5km、自転車35km、第2ラ
http://kuromori-ride.info/
ン3.8kmで行われる。（トライアスロンのスイムが無い
競技）
先着８０名
市内の部とオープンの部が設けられ、職場、地域、中学
生のチームや、各地の走友会などが参加。
HPアドレス：黒石市（津軽伝承工芸館）
ダム直下流の温湯・落合・板留の各温泉などを巡り、再 http://www.city.kuroishi.aomori.jp
び津軽伝承工芸館を目指します。

http://www.mr.hkd.mlit.go.jp/

青森県

浅瀬石川ダム

平成29年5月21日

主催・問い合わせ先：黒森チャリンコス
ポーツ実行委員会
TEL：090-4633-8640

青森県

浅瀬石川ダム

平成29年6月中旬

主催：こけし駅伝大会事務局
問い合わせ先：津軽伝承工芸館
TEL：0172-59-5300

秋田県

玉川ダム

主催：玉川ダム管理所
平成２９年４月下旬
問い合わせ先：玉川ダム管理所
～５月上旬
TEL：01８７-４９-2１７０

【みちのく桜放流 in 玉川】
玉川ダムでは例年４月末から５月上旬にかけて雪解け水
玉川ダム管理所
が流れ込んでくる時期（桜が咲く時期）にダム湖の水位
http://www.thr.mlit.go.jp/tamagawa/
を維持するため、ダムからの放流を実施します。春とと
もにダム放流と宝仙湖をお楽しみいただけます。

秋田県

玉川ダム

主催：玉川ダム管理所
平成２９年４月下旬
問い合わせ先：玉川ダム管理所
～５月上旬
TEL：01８７-４９-2１７０

【玉川ダム 春のライトアップ】
玉川ダム管理所
みちのく桜放流と同時期に桜の開花と合わせ、ダムのラ
http://www.thr.mlit.go.jp/tamagawa/
イトアップを実施予定。

岩手県

四十四田ダム

平成２９年4月29日
（予定）

岩手県

田瀬ダム

平成29年4月下旬

主催：四十四田ダムさくらまつり実行委員
会
問い合わせ先：東北地方整備局 北上川ダ
ム統合管理事務所 管理第二課
TEL：019-643-7972
主催：田瀬湖一斉清掃＆ごみ川柳大会実行
委員会
問合せ先：田瀬ダム水源地域ビジョン推進
協議会
TEL：0198-44－5211

【四十四田ダムさくらまつり】
東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所
ダム見学、湖面巡視体験、ステージショー、フリーマー
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.html
ケット

【第５回 田瀬湖一斉清掃＆ごみ川柳大会(予定)】
北上川ダム統合管理事務所
田瀬湖周辺においてゴミ拾いを行う他、ごみをテーマと http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.html
した川柳大会を開催

岩手県

田瀬ダム

平成29年6月下旬

主催：東北馬力大会馬の里遠野大会実行委
【第4２回東北馬力大会馬の里遠野大会】
員会
田瀬湖上流の柏木平地区にて、直線１５０ｍのコースを 遠野市観光協会
問い合わせ先：遠野市役所産業振興部商工
人馬一体となって疾走し技量を競う馬力大会を開催
http://www.tonojikan.jp/event/0626-2/
観光課
TEL：0198－62－2111

岩手県

湯田ダム

平成29年５月下旬

主催：河北新報錦秋湖マラソン大会実行委
員会
問い合わせ先：西和賀町 観光商工課
TEL：0197-82-3290

【第３７回河北新報錦秋湖マラソン】
錦秋湖が新緑に染まるさわやかな風の中、全国から
2,000人超のランナーが出場し、健脚を競います。30
㎞、ハーフ、10㎞の種目があります

西和賀町役場
http://www.town.nishiwaga.lg.jp/index.cfm/13,2215,57,
41,html

宮城県

鳴子ダム

平成29年5月上旬
（予定）

主催：鳴子ダムすだれ放流実行委員会
問合せ先：鳴子ダム管理所
TEL：0229-82-2341

【鳴子ダムすだれ放流】
天端付近の非常用洪水吐を利用した融雪放流
※天候の都合により中止の場合有り

東北地方整備局 鳴子ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/index.html

宮城県

長沼ダム

【東北風土マラソン＆フェスティバル２０１７】

http://tohokumarathon.com/

エムスポエントリー東北風土マラソンデス
ク
平成29年3月18,19日 TEL：042-370-7431

一般社団法人登米市観光物産協会
TEL：0220-52-4648
主催:飯豊町
問い合わせ先：全国白川ダム湖畔マラソン
平成29年5月14日
大会事務局
TEL：0238-72-３111

山形県

白川ダム

山形県

月山ダム

4月中旬～5月上旬頃

山形県

月山ダム

平成2９年５月下旬

山形県

荒沢ダム

福島県

三春ダム

平成29年5月28日

問い合わせ先：月山ダム管理事務所
TEL：０２３５－５４－６７１１

【全国白川ダム湖畔マラソン大会】
飯豊連峰の豊かな自然の中行われる本大会は、今年で3
５回目を迎え、白川ダム湖を臨む周辺道路に設定された 飯豊町
10㎞・5㎞・2㎞のコースでタイムを競います。開催日 http://www.town.iide.yamagata.jp/index.html
は例年5月の第2週目の日曜日、参加申込受付は3月上旬
～4月上旬まで。
【融雪越流】
月山ダム管理事務所
融雪による水量の増加により、ダム上部からの越流が、
http://www.thr.mlit.go.jp/gassan/index.html
例年４月中旬頃から５月上旬頃まで見学できます。

主催：タキタロウまつり実行委員会
（事務局：鶴岡市朝日庁舎産業課・
総務企画課内）
魚の掴みどり、カヌー体験、木工クラフト体験、など
問い合わせ先：TEL0235-53-2111
（代表）
主催：第32回タキタロウまつり実行委員会
問い合わせ先：山形県鶴岡市朝日庁舎産業課・
総務企画課
TEL：０２３５-５３-２１１１
共催：山形県庄内総合支庁建設部荒沢ダム管理
課
TEL：０２３５-５５-２０２１

主催：さくら湖マラソン大会実行委員会
平成29年6月11日 問い合わせ先：三春交流館「まほら」内
TEL：0247 -62-3837

鶴岡市
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/kanko/kankouevent/index.html

【第32回タキタロウまつり】
（主会場）魚のつかみどり、カヌー・ダッキースクール・ボー
ト遊び、ツリークライミング、スラックライン体験、森のおん 山形県鶴岡市朝日庁舎産業課
がくかい、森のクラフトコーナー、地元語り部によるお話し
http://www.tsuruokakanko.com/cate/p0441.html
会、寿岡発電所見学会、展示コーナー、パン焼き体験、山菜直
売・朝日地域特産品販売
（荒沢ダム）ダム施設見学（管理用トンネル探検）、資料室開
放、ダム湖（荒沢湖）水域及び周辺の開放

【さくら湖マラソン大会】

三春町
http://www.town.miharu.fukushima.jp

3月から6月頃にかけて実施予定のイベント状況
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イベント内容

ＨＰアドレス

主催：特定非営利活動法人いいざかサポー
ターズクラブ
【第2回茂庭っ湖ラインTT(タイムトライアル)レース】
いいざかサポーターズクラブホームページ
平成29年4月29日 問い合わせ先：いいざかサポーターズクラ 摺上川ダム湖沿いの国道399号線(茂庭っ湖ライン)で行
http://iizakasupporters.com/
ブ
われる自転車のタイムトライアルレース
TEL：024-529-6125

福島県

摺上川ダム

群馬県

藤原ダム

平成29年3月11日

群馬県

藤原ダム

主催・問い合わせ先
みなかみ町役場 観光商工課内
平成29年3月20日
みなかみスノーフェスティバル事務局
TEL：0278-62-5017

群馬県

藤原ダム

主催：藤原桜の里実行委員会
問い合わせ先：みなかみ町観光商工課
平成２９年５月６日
TEL：0278-62-5017
平成２９年５月７日
みなかみ町観光協会
TEL：0278-62-0401

群馬県

相俣ダム

平成２９年５月２７
主催：猿ヶ京温泉観光情報協会
日
問い合わせ先：猿ヶ京温泉観光情報協会
平成２９年５月２８
TEL:027８－２５－４７７７
日

【赤谷湖Eボート大会2017】
5月27日 土曜日 【自然満喫レース】
5月28日 日曜日 【スプリントレース】
エントリーの受付開始は4月1日からを予定

主催・問い合わせ先
平成29年2月17日 老神温泉観光協会
～平成29年4月2日 利根町ふるさと活性化委員会
TEL:090-3332-6929

「老神温泉ひな祭り」
老神温泉では、２月１７日(金)から４月２日(日)まで「老
神温泉 ひな祭り」をひなまつりを開催いたします。
利根観光会館では、幅6.7ｍ、高さ３ｍ、15段のひな
壇をはじめ、ロビーには段飾りのほか、つるしびなも飾 老神温泉旅館組合
られ、さらに、各旅館にもお雛様が飾られます。
http://www.oigami.net/
また、南郷の曲屋では明治初期から昭和初期の約100体
の貴重なお雛様
も飾られ、老神・南郷合わせて約3000体のお雛様が皆
様をお待ちしております。

群馬県

群馬県

群馬県

群馬県

薗原ダム

薗原ダム

平成29年5月12日
平成29年5月13日

主催：藤原村おこしプロジェクト
問い合わせ先：みなかみ町体験旅行（担
当：北山）
TEL：0278-62-3450

主催・問い合わせ先
老神温泉観光協会
TEL:0278-56-3013

【キャンドルナイトｉｎ宝台樹スキー場】
平成２９年３月１１日にみなかみキャンドルナイトが開
みなかみかまくら祭り＆キャンドルナイト
催されます。当日はちびっこ宝探しや打ち上げ花火など
http://snowfs.com/
ご家族連れで楽しめるプログラムが盛りだくさんです！
ぜひ足を運んでみてください♪
【第17回みなかみスノーフェスティバル】
歩くスキー＆スノーシューで白銀の世界を歩いてみませ
んか？
宝探し大会やお楽しみ抽選会など、楽しいイベントも盛 第17回みなかみスノーフェスティバル
りだくさんです！大自然と大雪原を歩くイベント。
http://enjoy-minakami.jp/event.php?itemid=932
スノーシューやクロスカントリースキーでご参加いただ
けます。お子様からご年配の方まで自分のペースで自然
を満喫してください。
【藤原桜の里まつり】
5月６日 キャンドルナイト
5月７日 コンサート

矢木沢ダム
奈良俣ダム

【放流を伴う洪水吐ゲートの点検】
大雨の時期を迎えるにあたり、洪水吐きゲートが確実に
作動することを確認する。
主催･問合せ先：水資源機構 沼田総合管理
矢木沢ダム：10時～11時
水資源機構 沼田総合管理所
平成29年5月14日 所
奈良俣ダム：14時～15時
http://www.water.go.jp/kanto/numata/index.html
TEL：0278-24-5711
※荒天時、ダム貯水状況等、ダム管理上の都合により、
放流を伴うゲートの点検を急遽中止する場合がありま
す。

奈良俣ダム

主催：利根川源流まつり実行委員会
平成29年7月23日 問合せ先：みなかみ町観光協会
TEL：0278-62-0401

【利根川源流まつり】
体験メニュー（ならまた湖巡視体験･ダム堤体見学、カ
ヌー体験･ネイチャークラフト等）
ステージイベント（利根川源流讃歌･コンサート等）
地元特産物の出店

下久保ダム

平成29年6月25日

主催：下久保ダム管理所、神流川流域きら
【下久保ダム放流設備点検・三波石峡文化財指定６０周
り☆にぎわい観光会議
年記念行事】
問い合わせ先：下久保ダム管理所
ダム見学、点検放流、三波石峡案内ほか
TEL：０２７４－５２－２７４６

埼玉県

浦山ダム

平成29年3月26日

主催：大物釣り選手権in秩父CUP実行委
員会
問い合わせ先：秩父漁業協同組合
TEL：0494-22-0460

埼玉県

浦山ダム

平成29年3月31日
平成29年4月1日
平成29年4月7日
平成29年4月8日

埼玉県

猿ヶ京温泉観光情報協会
http://www.sarugakyo-navi.jp/eboat.html

「老神温泉大蛇まつり」
老神温泉の開祖といわれる大蛇を御輿に仕立て温泉街を
練り歩く祭り。
その昔、赤城の神様が蛇に姿をかえ、日光二荒山の神
ムカデと領地争いをしました。戦場ヶ原で戦い、赤城の
神様は敵の矢に傷つきこの地まで逃げ帰り、休み弓を地
http://kankou.sakura.ne.jp/oigami/daijya/
上にさすとそこから温泉が噴きだし、その温泉で矢傷を
癒すとたちどころに直り、追ってきた敵を追い返したと
いう。そこから「追い神」・・「おいがみ」・・「老
神」という地名になったという。 老神を発見したのにち
なみ、毎年５月上旬に蛇御輿でお祝いをする。大きな蛇
を担ぎ温泉街を練り歩く。

群馬県
埼玉県

埼玉県

藤原桜の里まつり
http://sakurafest.com/

浦山ダム

浦山ダム

問い合わせ先：秩父市荒川総合支所 地域振興
課

TEL：0494-54-2114

【大物釣り選手権in秩父CUP】
荒川本川（秩父公園橋）の釣り大会（定員100名）

みなかみ町観光協会
http://genryumaturi.com/
水資源機構 沼田総合管理所
http://www.water.go.jp/kanto/numata/index.html

秩父漁業協同組合
http://gk-chichibu.blog.so-net.ne.jp/

【清雲寺しだれ桜のライトアップ】
清雲寺に植えられた約30本の桜の木の中で、ひときわ目 秩父観光なび（秩父市公式サイト）
を引く樹齢600年のしだれ桜がライトアップされます。 http://navi.city.chichibu.lg.jp/
浦山ダムから徒歩10分。

平成29年4月8日
平成29年4月9日

主催：秩父いってんべぇウォーキング２
Days実行委員会
問い合わせ先：秩父いってんべぇウォーキ
ング２Days実行委員会事務局（秩父市観
光課内）
TEL：０４９４－２５－５２０９

【第１３回秩父いってんべぇウォーキング２Days】
歩くだけじゃもったいない！コースごとにウオーキング
秩父観光なび（秩父市公式サイト）
プラスワンとして多彩なアクティビティ（参加無料）を
http://navi.city.chichibu.lg.jp/
ご用意。浦山ダム内部ウォーキングが含まれたコースも
あります。

平成29年4月14日
～5月7日

主催：芝桜まつり実行委員会
問い合わせ先：秩父市観光課
TEL：0494-25-5209

【芝桜まつり】
秩父市街地を一望できる羊山公園に、関東でも有数の規
模を誇り、色とりどりの芝桜がデザイン化され植栽され 秩父観光なび（秩父市公式サイト）
ている秩父の新名所「芝桜の丘」があります。
http://navi.city.chichibu.lg.jp/
芝桜まつり期間中は市内各地で、まちなかイベント、物
産市、ハイキングイベントなども実施されます。

会場：浦山ダム
主催：秩父サブカルチャー実行委員会
問い合わせ先：同実行委員会事務局
TEL：080-5093-4214（加藤）

【進撃の浦山ダム ～第六章～】
痛車ミーティング、コスプレイベント、音楽、ダンス、
進撃の浦山ダム公式サイト
ダム見学等々の複合イベント
http://www.chichibu.events/
浦山ダムの上に各地から集まった100台以上の痛車が展
示され、多数のコスプレイヤーさんが集まります。

＜予定＞
主催：宮ヶ瀬水の郷イベント実行委員会
TEL:046-288-1340

吉野桜をはじめとする1,000本の桜が華やかに咲き乱
れ、園地内に架かる全長315メートルの宮ケ瀬水の郷大
つり橋などを背景にした絶景がご覧いただけます。ま
予定:http://www.miyagase.com
た、宮ケ瀬水の郷商店街では、皆さんにご参加いただけ
るイベントも開催します。

埼玉県

浦山ダム

平成29年4月16日

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

平成29年4月1日
～9日（予定）

3月から6月頃にかけて実施予定のイベント状況
都道府県

見学ダム

開催時期

企画会社
問い合わせ先
主催：あいかわ公園つつじまつり実行委員
会
問い合わせ先：愛川町観光協会（愛川町商
工観光課内）
TEL：046-285-2111

イベント内容

ＨＰアドレス

40種、4万4千本を越えるツツジが満開の会場「県立あ
愛川町観光協会：http://www.aikawaいかわ公園」で、楽しいゲーム、各種体験教室や地元生
kankoukyoukai.jp/index.html
産品の販売など、たくさんの催しがあります。宮ヶ瀬ダ
あいかわ公園：http://www.aikawa-park.jp/
ムにて観光放流も実施予定。

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

平成29年4月29日

栃木県

塩原ダム

平成29年4月29日

栃木県

塩原ダム

栃木県

小網ダム

平成29年4月7日
～16日

主催：日光市観光協会
問い合わせ先：日光市観光協会
TEL：0288-22-1525

栃木県

庚申ダム

平成29年5月3日

【足尾まつり】
主催：日光市足尾行政センター足尾観光課
町内から神輿と山車が賑やかに繰り出します。山車から
問い合わせ先：日光市足尾行政センター足
日光市観光協会公式サイト
はひょっとこやおかめに扮した子どもが登場し、テンポ
尾観光課
http://www.nikko-kankou.org/event/689/
の良いお囃子が流れ、扇を手にユーモラスなしぐさで踊
TEL：0288-93-3116
ります。

栃木県

板室ダム

千葉県

亀山ダム

千葉県

高滝ダム

千葉県

高滝ダム

平成29年4月2日

千葉県

高滝ダム

平成29年3月26日
平成29年4月23日
平成29年6月4日

千葉県

高滝ダム

千葉県

長柄ダム

平成29年4月2日

千葉県

長柄ダム

平成29年５月

茨城県

霞ヶ浦導水

平成29年3月25日

新潟県

三国川ダム

平成29年5月中旬
～6月上旬予定

主催：新緑ウォーク実行委員
問い合わせ先：しゃくなげ湖畔を楽しむ会 【しゃくなげ湖畔新緑ウォーク】
TEL ０２５－７７４－２２００
ダム湖周辺の散策
FAX ０２５ー７７４－３０７６

三国川ダム管理所
http://www.hrr.mlit.go.jp/saguri/index.html

新潟県

三国川ダム

平成29年5月中旬
～6月上旬予定

主催：しゃくなげ湖畔を楽しむ会
問い合わせ先：しゃくなげ湖畔開発公社
TEL ０２５－７７４－２２００
FAX ０２５ー７７４－３０７６

【花植えボランティア】
プランターの花植え

三国川ダム管理所
http://www.hrr.mlit.go.jp/saguri/index.html

新潟県

三国川ダム

平成29年4月下旬
～11月下旬予定

主催：三国川ダム管理所
問い合わせ先：三国川ダム管理所
TEL：０２５ー７７４ー３０１５
FAX：０２５ー７７４ー３０９２

【「ダムの中」を探検!!】
ダム点検用トンネル（監査廊）の見学

三国川ダム管理所
http://www.hrr.mlit.go.jp/saguri/index.html

富山県

宇奈月ダム

【うなづき湖ボートクルーズ 】
ボートでのダム湖の周遊

（一社）黒部・宇奈月温泉観光局
http://www.kurobe-unazuki..jp/

三重県

蓮ダム

三重県

比奈知ダム

静岡県

長島ダム

平成29年3月4日

静岡県

長島ダム

平成29年3月20日

主催：NPO法人 塩原温泉観光協会
問い合わせ先：塩原温泉観光協会内 塩原
湯けむりマラソン全国大会
温泉湯けむりマラソン大会事務局
ＴＥＬ：０２８７－３２－２５１２

主催：ＮＰＯ法人塩原温泉観光協会
平成29年5月8日
問い合わせ先：塩原温泉観光協会
～平成29年5月31日
ＴＥＬ：０２８７－３２－４０００

塩原妙雲寺ぼたん祭り

塩原温泉郷公式ページ
http://www.siobara.or.jp/marathon.htm

塩原温泉郷公式ページ
http://www.siobara.or.jp/botan.htm

【鬼怒川温泉夜桜まつり】
護国神社及び温泉神社境内を会場に､大小約30本の桜を
日光市観光協会公式サイト
ライトアップし､飲食ブースの出店､神楽殿では和楽器の
http://www.nikko-kankou.org/event/591/
演奏や鬼怒川温泉芸妓衆による春の踊りなど､夜桜鑑賞を
お楽しみいただけます。

主催及び管理運営者：黒磯観光協会
【板室ダム湖カヌー体験ツアー2017】
平成２９年４月中旬 実施及び運営責任者：板室ダム湖カヌー体
黒磯観光協会
板室ダム湖を周遊する、約２時間の初心者向けカヌー体
～11月中旬
験ツアー事務局
http://www.kuroiso-kankou.org/canoe/
験ツアー
TEL:0287-69-1168
亀山・片倉ダム管理事務所
問い合わせ先：亀山・片倉ダム管理事務所 【亀山ダム特別放流】
平成29年5月3日
https://www.pref.chiba.lg.jp/d-kameyama/
（予定）
TEL：0439-39-2400
観光放流及び施設内見学を2回実施予定
(4月に掲載予定)
[高瀧神社春季例大祭（花嫁祭り）]
高滝神社
一年間に結婚した花嫁が花嫁姿で参拝します。稚児行列 千葉県公式観光物産サイト
平成29年4月16日
TEL：０４３６－９８－０４７２
も同時に行われます。
http://maruchiba.jp/sys/data/index/page/id/13424
高滝湖観光企業組合
TEL：０４３６－９８－１２７７

[高滝湖オープントーナメント]
ラージマウスバスを対象としたルアーフィッシングの釣 高滝湖観光企業組合
り大会。
http://www.chuokai-chiba.or.jp/takatakiko/

南千葉チャプター
TEL：０９０－２２２７－４３０６

[南千葉チャプター]
ラージマウスバスを対象としたルアーフィッシングの釣 高滝湖観光企業組合
り大会。
http://www.chuokai-chiba.or.jp/takatakiko/

平成29年4月8日 いちはらアート×ミックス実行委員会
～平成29年5月14日 TEL：０４３６－５０－１１６０
主催：長柄ダム桜まつり実行委員会
問い合わせ先：長柄町役場 産業振興課
TEL：0475-35-4447

いちはらアート×ミックス2017公式ホームページ
http://ichihara-artmix.jp/

【長柄ダム桜まつり2017】
地元特産品販売、スタンプラリー
※【第11回千葉和太鼓祭り】同時開催

長柄町
http://www.town.nagara.chiba.jp/event/event.html

主催：ロングウッドステーション
【第８回 NAGARA TOWN CYCLING PARADE】
問い合わせ先：ロングウッドステーション
ダム湖畔を含む４０ｋｍのサイクリング
TEL：0475-30-7788
問い合わせ先：霞ヶ浦導水工事事務所
務課
ＴＥＬ：０２９－８２２－３００７

主催：水資源地域ビジョン推進会議25 周
年事業実行委員会
【春の山歩き】
問い合わせ先：蓮ダム管理所
蓮ダム流域内の山歩きを予定
電話：０５９８-４５－０３７１

主催：木津川ダム総合管理所比奈知ダム管
平成29年4月下旬～
理所
5月上旬のGW（予
ダム周辺へ鯉のぼりの掲揚
問い合わせ先：比奈知ダム管理所
定）
TEL０５９５－６８－７１１１
主催：大井川長島ダム流域連携協議会
共催：長島ダム水源地域ビジョン推進会議 【ヤブラン植栽事業】
問い合わせ先：川根本町 商工観光課
ヤブラン植栽、ダム見学
TEL：0547-58-7077
主催：南アルプスあぷとライン周辺地域誘客協議会
問い合わせ先：川根本町まちづくり観光協会
TEL：0547-59-2746
ダム見学問い合わせ先：長島ダム管理所
TEL：0547-59-1021

ロングウッドステーション
http://www.longwood.jp/event/

総 【霞ヶ浦導水特別見学会（休日開催）】
事業概要説明、施設見学（大規模なポンプ設備・地下神 霞ヶ浦導水工事事務所
殿のような沈砂池・地下５０メートルのトンネル）
http://www.ktr.mlit.go.jp/dousui/
※２月８日 申込み締切済

平成29年4月22日 主催：（一社）黒部・宇奈月温泉観光局
～平成2９年5月31 問い合わせ先・申し込み先
日
TEL ０７６５－５７－２８５０

平成29年５月下旬
（予定）

[いちはらアート×ミックス2017]
都心から1時間、里山が舞台の芸術祭

【南アルプスあぷとライン全線復旧記念イベント】
3月18日～20日の期間、沿線各地で開通式典・ダムツ
タ-・ネイチャーツアー・復刻版カラーの機関車運行な
ど。長島ダム見学は20日に実施。

蓮ダム管理事務所
http://www.cbr.mlit.go.jp/hachisu/

比奈知ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/hinati.htm

長島ダム管理所
http://www.cbr.mlit.go.jp/nagashima/

川根本町まちづくり観光協会
http://www.okuooi.gr.jp/wordpress/
長島ダム管理所
http://www.cbr.mlit.go.jp/nagashima/

3月から6月頃にかけて実施予定のイベント状況
都道府県

岐阜県

岐阜県

見学ダム

徳山ダム

徳山ダム

企画会社
問い合わせ先

開催時期

主催:揖斐川町役場 水源地域ビジョン推進
平成２９年5月13日
事務所
平成２９年5月28日
問い合わせ先：水源地域ビジョン推進事務
平成２９年6月10日
所
平成２９年6月25日
TEL：０５８５－５２－０１６６

平成29年5月3日
～５日（予定）

岐阜県

徳山ダム

平成29年6月24日

京都府

天ヶ瀬ダム

平成29年6月11日

京都府

大野ダム

イベント内容

ＨＰアドレス

【徳山湖自然環境観察会を開催】
連絡船「とくまる」に乗り、徳山湖周辺の緑豊かな山々
などを観察することができます。
受付場所 岐阜県揖斐郡揖斐川町開田 「徳山会館」下
※天候により出航を中止させて頂く場合があります。
晴天でも、風が強く波が高い場合は、船が揺れ大変危険
なため中止となる場合があります。

【春の徳山ダムで観光放流を行います】
徳山ダムでは、新緑のシーズンに合わせ、洪水吐きゲー
トからの放流がおこなわれます。
主催:揖斐川町役場 水源地域ビジョン推進
放流に用いるゲートは、常用洪水吐きゲートと呼ばれて
事務所
いるもので、洪水調節をおこなう際に使用されます。
問い合わせ先：水源地域ビジョン推進事務
普段は、洪水吐きゲートからの放流は見ることができま
所
せん。この機会にぜひおでかけください。
TEL：０５８５－５２－０１６６
※観光放流の期間中は、徳山ダムサイト公園駐車場は利
用できません。藤橋城駐車場(鶴見)および徳山会館駐車
場(開田)からのシャトルバスをご利用ください。

主催:生命の水と森の活動センター協議会
問い合わせ先:生命の水と森の活動センター
ＴＥＬ：０５８５－５２－０１６６

【徳山ダム上流に「実のなる木を植えよう大作戦」下草
刈り活動】平成17年度から28年度に実施した実のなる
生命の水と森の活動センター
木（クリ、コナラ、オニグルミ、トチノキ、ミズナラ、
http://www.inochinomizutomori.or.jp/
ブナ）の植樹地の下草刈り及びシカ、ノウサギなどによ
る「食害防止カバー」を設置する。

主催：（公社）宇治市観光協会
問い合わせ先：宇治観光ボランティアガイ 「宇治川の景観、天ヶ瀬ダムの優美さを体現」
ドクラブ
宇治浄水場、天ヶ瀬ダム見学
TEL：０７７４－２２－５０８３

主催：大野ダムさくら祭り実行委員会
平成２９年４月８日
問い合わせ先：美山町大野振興会
～４月１６日
TEL：０７７１－７５－９１１０

淀川ダム統合管理事務所
http://www.kkr.mlit.go.jp/yodoto

【第３２回大野ダムさくら祭り】
美山町大野振興会
花火打ち上げ、じゃんけん大会、太鼓披露、フォークグ
http://www.kyoto.zaq.jp/miyama_oono/
ループ演奏、吹奏楽演奏、特産品販売 ほか

主催：大阪府立狭山池博物館・大阪狭山市
立郷土資料館協働運営委員会
【狭山池歴史ウォーク】毎月第２日曜日開催
問合せ先：大阪府立狭山池博物館
毎回テーマを決めて狭山池周辺をウォーキング
TEL：072-367-8891

主催：大阪府立狭山池博物館・大阪狭山市
立郷土資料館協働運営委員会
問合せ先：大阪府立狭山池博物館
TEL：072-367-8891

大阪府立狭山池博物館
http://sayamaikehaku.osakasayama.osaka.jp/swacoop/
wpcontent/uploads/2016/04/%E5%B9%B3%E6%88%9028%E
5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%89%88%E3%80%80%E6%AD%B4
%E5%8F%B2%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%
AF%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%97.pdf

大阪府

狭山池ダム

平成29年3月12日
4月9日
5月14日
6月11日

大阪府

狭山池ダム

平成29年3月18日
～5月7日

大阪府

狭山池ダム

主催：狭山池さくら満開委員会
平成29年3月25日 問合せ先：大阪府河川室河川整備課
TEL：0６-６９４４-６０３９

大阪府

狭山池ダム

平成29年3月25日、
4月22日
5月27日
6月24日

大阪府

狭山池ダム

平成29年3月24日
～4月2日

主催：桜まつり実行委員会
問合せ先：桜まつり実行委員会（大阪狭山
市商工会内）
TEL：072-365-3194

大阪府

狭山池ダム

平成29年4月29日
・30日

主催：狭山池まつり実行委員会
【狭山池まつり】
問合せ先：狭山池まつり実行委員会（大阪
狭山池まつり実行委員会
今年で16回目を迎える大阪狭山市最大の市民まつり
狭山市商工会館内）
http://www.mydoo.net/ikematuri/
模擬店、ステージショー、フリーマケット、遊覧ボート
TEL：072-360-3805

大阪府

狭山池ダム

平成29年5月16日
～5月28日

主催：大阪府立狭山池博物館
問合せ先：大阪府立狭山池博物館
TEL：072-367-8891

大阪府

狭山池ダム

平成29年6月3日
～7月17日

兵庫県

引原ダム

鳥取県

殿ダム

島根県

志津見ダム

平成29年5月3日 主催：有限会社志都の里
～5日
TEL：0854-73-0002
※予定であり確定で
0854-76-2864
ない
（飯南町役場企画財政課）

島根県

志津見ダム

平成29年6月11日頃

主催：第２６回 東三瓶ポピー祭実行委員
会
TEL：0854-76-2864
（飯南町役場 地域振興課）

岡山県

苫田ダム

平成29年4月23日

主催：かがみのツーリズム研究会
問い合わせ先：かがみのツーリズム研究会 【苫田ダム特別見学会】
事務局
ダム見学、ダム周辺施設（苫田ダム転流工）見学
TEL：０８６８-５４-７６５５

【狭山池博物館 涌井雅之氏講演会】
「環境革命の時代に日本を考える」
参加費無料、当日先着400名

主催：狭山池まつり実行委員会
問合せ先：狭山池まつり実行委員会（大阪 【狭山池クリーンアクション】
狭山市商工会館内）
毎月第４土曜日開催している清掃活動、参加自由
TEL：072-360-3805

龍野土木事務所

大阪府立狭山池博物館
http://www.sayamaikehaku.osakasayama.osaka.jp/_ops
m/events/

狭山池まつり実行委員会
http://www.mydoo.net/ikematuri/

【さくらまつり】
池の周囲には1300本の桜が植樹されており、3月下旬
桜まつり実行委員会
には大阪で最も早く見頃を迎え、北堤の桜をライトアッ
プします。（日没～午後10時まで）

【第9回写真展】
「狭山池と狭山池博物館を写す」

主催：大阪府立狭山池博物館・大阪狭山市
立郷土資料館協働運営委員会
【春季展「田中家文書特別公開」】
問合せ先：大阪府立狭山池博物館
狭山池池守の田中家文書を特別展示
TEL：072-367-8891

平成29年3月24日
主催：兵庫県
～4月10日（24H）

平成29年5月下旬

【狭山池博物館特別企画展 土木遺産展】
大阪府立狭山池博物館
明治期に造られ、人々の生活や産業を支え続けてきた橋
http://www.sayamaikehaku.osakasayama.osaka.jp/_ops
などの土木遺産。その設計図面や建設当時の写真など、
m/exhibition/7.html
貴重な資料を多数展示。

大阪府立狭山池博物館
http://www.sayamaikehaku.osakasayama.osaka.jp/_ops
m/

大阪府立狭山池博物館
http://www.sayamaikehaku.osakasayama.osaka.jp/_ops
m/

引原ダムでは、昨年の観光放流好評につき、春の訪れを
知らせる融雪放流を利用した『春の観光放流』を今年も
行います。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/whk13/event/hikihara.html
桜の蕾ふくらむ音水湖で、普段見ることのできないダム
からの迫力ある放流を見て、春を感じて下さい。

国府マスつりフェスタ実行委員会
（事務局：鳥取市国府町総合支所産業建設 国府マスつりフェスタ2017
課）
ダム湖上流袋川でのマスつりやマスのつかみ取り
TEL：0857-39-0560
「ちびっこ集まれ！ゴールデンウィークイベント」
うぐいす茶屋・ヤマメの釣り堀周辺でテント村が出現。
手打ちそばや杵つき餅、ヤマメの炭焼き、金魚すくいな
ど
第２６回東三瓶ポピー祭
ステージイベント、志津見ダム見学会、飯南町の特産品
の販売・食事、国土交通省・島根県治水事業のＰＲコー
ナー（パネル展示）

かがみのツーリズム研究会事務局
http://kanko.town.kagamino.lg.jp/

3月から6月頃にかけて実施予定のイベント状況
都道府県

見学ダム

開催時期

企画会社
問い合わせ先

イベント内容

ＨＰアドレス

岡山県

苫田ダム

平成29年5月7日

主催：かがみのツーリズム研究会
問い合わせ先：かがみのツーリズム研究会 【苫田ダム特別見学会】
事務局
ダム見学、ダム周辺施設（苫田ダム転流工）見学
TEL：０８６８-５４-７６５５

岡山県

苫田ダム

平成29年5月20日

主催：かがみのツーリズム研究会
問い合わせ先：かがみのツーリズム研究会 【苫田ダム特別見学会】
事務局
ダム見学、ダム周辺施設（苫田ダム転流工）見学
TEL：０８６８-５４-７６５５

かがみのツーリズム研究会事務局
http://kanko.town.kagamino.lg.jp/

岡山県

苫田ダム

平成29年6月24日

主催：かがみのツーリズム研究会
問い合わせ先：かがみのツーリズム研究会 【苫田ダム特別見学会】
事務局
ダム見学、ダム周辺施設（苫田ダム転流工）見学
TEL：０８６８-５４-７６５５

かがみのツーリズム研究会事務局
http://kanko.town.kagamino.lg.jp/

島根県

山佐ダム

平成29年4月9日

主催：山佐ダム体験交流施設管理組合
（NPO法人やまびこ）
問い合わせ先：山佐交流センター
TEL：0854-35-0129（平日 8:30～
17:00）

http://www.yamabiko-yamasa.jp/

島根県

山佐ダム

平成29年4月16日

島根県

山佐ダム

平成29年6月4日

広島県

椋梨ダム

徳島県

長安口ダム

平成29年4月22日
（予定）

主催：那賀川アフターフォーラム
問合先：那賀川アフターフォーラム
TEL：0884-22-8100

【那賀川源流碑開き】
流域の安全祈願、上下流の小学生による交流会、源流
碑周辺清掃活動、源流の水質調査（詳細未定）

香川県

前山ダム

平成29年4月9日

主催：前山地区いきいき事業協議会
問合せ先：道の駅「ながお」
TEL 0879-52-1022

【道の駅「ながお」さくらまつり】
さぬき市観光協会
前山ダム１周ウォーク、宝探しの他、各種バザー、産直
http://sanuki-kanko.jp/event/spring/post-1365.html
市、讃岐夢豚の特売、天ぷらと餅つきの実演販売など

愛媛県

柳瀬ダム

平成29年6月下旬頃

主催・問い合わせ先：嶺南あじさい会
TEL：0896-28-6069

【嶺南あじさい鑑賞会】
あじさい鉢植えの販売やバザーなど

http://www.shikochu-kankou.jp（四国中央市観光協会）

愛媛県

野村ダム

平成29年5月3日

主催：愛媛県西予市・西予市観光協会・四
国せいよ朝霧湖マラソン大会実行委員会
問合せ先：四国せいよ朝霧湖マラソン大会
事務局
TEL：0894-72-111７

【第26回 四国せいよ 朝霧湖マラソン】
ハーフマラソン、10kmロードレース
招待選手：土佐礼子、神野大地
こいのぼり架渡し（野村ダム）（4月下旬～5月上旬）

第26回四国せいよ朝霧湖マラソン2017
http://www.e-marathon.jp/asagiriko/

第８回
会

山佐ダム

やまびこ桜杯

グラウンドゴルフ大

主催：Yamasa Club
問い合わせ先：yamasaclub@gmail.com
山奥のたのしい課外授業
TEL：0854-35-0129（平日 8:30～
17:00）
主催：山佐ダム体験交流施設管理組合
（NPO法人やまびこ）
問い合わせ先：山佐交流センター
TEL：0854-35-0129（平日 8:30～
17:00）

主催: 白竜湖花火実行委員会
平成29年4月8日(土) 問合せ先: 白竜湖花火大会実行委員会
荒天の場合は9日(日) ＴＥＬ: 0847-33-0222

主催：鹿野川湖周遊企画部会
問い合わせ先：大洲市肱川支所
平成２９年５月中旬
課
0893－34－2311

第１０回

山佐ダムやまびこ

かがみのツーリズム研究会事務局
http://kanko.town.kagamino.lg.jp/

https://www.facebook.com/yamasaclub.kagai

グランド・ゴルフ大会 http://www.yamabiko-yamasa.jp/

【第3回 白竜湖花火inだいわ】
19:00から白竜湖スポーツ村公園で開催します(会場へ
はシャトルバスをご利用ください)。また「道の駅よがん http://daiwacho.com/event/hakuryuko-fireworks2017
す白竜では，野外音楽イベント「ＹＯＧＡＮＳＵ ＹＡ
ＯＮ」を開催します(12:00～打ち上げ開始時間前迄)。

【ドラゴンボート大会】
こぎ手8人、かじ取り1人、太鼓をたたく伴奏1人の合わ
地域振興
大洲市役所
せて10人が1チームとなり、450メートルのコースで速
TEL：
http://www.city.ozu.ehime.jp/site/kanko/1183.html
さを競います。（大洲市HPより）

愛媛県

鹿野川ダム

愛媛県

新宮ダム

平成29年6月4日

主催：株式会社やまびこ（霧の森本部）
問い合わせ先：霧の森本部事務局
TEL:0570-07-3111

【霧の森お茶まつり】
霧の森
新茶の即売、各種バザー及びギャラリー、茶そばわんこ
http://www.kirinomori.co.jp/
大会

愛媛県

富郷ダム

平成29年5月中旬

主催：森林ボランティア実行委員会
問い合わせ先：宇摩森林組合
ＴＥＬ：0896-24-2775

貯水池周辺での植樹活動、草刈りなど

愛媛県

富郷ダム

平成29年6月下旬

主催：嶺南あじさい会
問い合わせ先：嶺南公民館
ＴＥＬ：0896-28-6069

【嶺南あじさい観賞会】
あじさい鑑賞会、地域産品の即売会など

高知県

中筋川ダム

高知県

鏡ダム

平成29年4月2日

大分県

大分川ダム

平成29年３月

福岡県

日向神ダム

平成29年4月2日

主催：八女市・八女市体育協会矢部支部
問い合わせ先：八女桜まつり健康マラソン 【第33回八女・桜まつり健康マラソン大会】
大会事務局
マラソン
TEL：0943-47-3111

八女市役所http://www.city.yame.fukuoka.jp/

福岡県

油木ダム

平成29年4月2日

主催：津野地域活性化実行委員会
【油木ダム桜ウォーキング大会】
問い合わせ先：福岡県添田町役場まちづく
ダム湖周辺でのウォーキング大会（地元物産の販売あ
り課施策推進係
り）
TEL：0947-82-5965

添田町役場http://www.town.soeda.fukuoka.jp/

四国中央市観光協会
http://www.shikochu-kankou.jp/

平成29年 3月25日 主催・問い合わせ先：中筋川総合開発工事 【なかすじ川ダムの日】
中筋川総合開発工事事務所
平成29年 4月22日 事務所管理課
ダム見学会、噴水、洗浄放水、堤体と噴水の夜間ライト
http://www.skr.mlit.go.jp/nakasuji/
平成29年 5月27日 TEL：0880-66-2501
アップ

主催：鏡さくらまつり実行委員会
TEL：０８０-６３９１-７６９１

もち投げ、カラオケ大会、出店、ダム湖・お花見舟、鏡 鏡ダム管理事務所
ダム探検隊
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/1701061/

主催：大分川ダム工事事務所
問い合わせ先：大分川ダム ななせ館
TEL:097-586-4491

【大分川ダムサファリパーク】
大分川ダム工事見学バスツアー

大分川ダム工事事務所ＨＰ
http://www.qsr.mlit.go.jp/oitagawa/news/h27/damtua1
2.1%20.pdf

3月から6月頃にかけて実施予定のイベント状況
都道府県

見学ダム

開催時期

企画会社
問い合わせ先

イベント内容

ＨＰアドレス

福岡県

牛頸ダム

主催：公益財団法人大野城市体育協会
問い合わせ先：大野城いこいの森ロード
【第26回大野城いこいの森ロードレース】中長距離競走 公益財団法人 大野城市体育協会
平成29年4月16日 レース大会事務局、公益財団法人大野城市
【第21回大野城市中学校対抗駅伝競走大会】駅伝競走 http://www.onojo-sports.or.jp/eventjyouhou.html
体育協会
TEL：092-503-9500

福岡県

寺内ダム

主催：水の里フェスタ実行委員会
【水源地あさくら桜ウォッチング】
平成29年3月26日 問い合わせ先：水の里フェスタ実行委員会 ダム周辺約6kmの桜スポットが並ぶコースをスタンプラ
TEL：0946-25-0323
リーしながら散策をする。

佐賀県

嘉瀬川ダム

平成28年3月5日

佐賀県

伊岐佐ダム

平成29年6月3日
～6月25日

佐賀県

中木庭ダム

平成29年度6月18日

熊本県

市房ダム

熊本県

市房ダム

沖縄県

羽地ダム

嘉瀬川ダム感謝祭
さが水ものがたり館 事務室
TEL 0952-62-1277
上下流交流会：佐賀市企画政策課
TEL 0952-40-7043

唐津市観光協会 相知観光案内所
TEL 0955-51-8312

【嘉瀬川ダム感謝祭（神事）】
上下流交流会（農産物即売会、豚汁、BBQ,ぜんざいふ
http://www.sagamizu.jp/event_public_2016.htm
るまい、ドローンデモフライト、嘉瀬川ダム見学会、カ
ヌー・ボート体験会、陸上ボート漕ぎ競争 ほか）
H29の内容は未定
参考H28イベント
・伊岐佐和太鼓 鼓響
・あじさい俳句
・あじさいフォトコンテスト
・JR九州ウオーキング など

http://www.karatsu-kankou.jp/events/detail/88

能古見公民館
TEL 0954-62-3373

【第3回 あじさい祭り】
・ダム湖畔のあじさい見学
・あじさい苗木の提供（数に限り有り）
・地元の軽食コーナー

通年

主催：水上村役場産業振興課
問い合わせ先：水上村役場産業振興課
TEL：0966-44-0314

市房湖でのカヌーの学校

水上村役場産業振興課
http://www.vill.mizukami.lg.jp/

平成29年3月18日
～19日

主催：水上村・水上村観光協会
問い合わせ先：水上村観光協会事務局
TEL：0966-44-0500

【第46回湯山温泉桜まつり】
健康マラソン、花火大会、ステージショー

水上村役場
http://www.vill.mizukami.lg.jp/

主催：羽地ダム鯉のぼり祭り実行委員会
問い合わせ先：名護市商工観光課
TEL：０９８０－53―1212

【第２4回羽地ダム鯉のぼり祭り】
カヌー体験、手作り鯉のぼり総選挙、ステージイベ
ント
（予定）

名護市役所
http://www.city.nago.okinawa.jp/index.html
沖縄総合事務局開発建設部
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_to_mizuumi/
mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mizuumi.html
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/30kouhou/30-1.htm

【予定】
平成29年4月末

